
９月11日（水）



平 成 2 5 年 ９ 月 1 1 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時０分開議10

出 席 議 員（ 名）38
（ ）2 番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3 番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）4 番 図 師 博 規 同

（ ）5 番 西 村 賢 同

（ ）6 番 黒 木 正 一 自由民主党

（ ）7 番 内 村 仁 子 同

（ ）8 番 岩 下 斌 彦 同

（ ）9 番 後 藤 哲 朗 同

（ ）10 番 右 松 隆 央 同

（ ）11 番 二 見 康 之 同

（ ）12 番 清 山 知 憲 同

（ ）13 番 福 田 作 弥 同

（ ）14 番 渡 辺 創 民 主 党 宮 崎 県 議 団

（ ）15 番 田 口 雄 二 同

（ ）16 番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17 番 太 田 清 海 社会民主党宮崎県議団

（ ）18 番 髙 橋 透 同

（ ）19 番 星 原 透 自由民主党

（ ）20 番  原 正 三 同

（ ）21 番 井 本 英 雄 同

（ ）22 番 中 野 一 則 同

（ ）23 番 中 野  明 同

（ ）24 番 横 田 照 夫 同

（ ）25 番 十 屋 幸 平 同

（ ）26 番 山 下 博 三 同

（ ）27 番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）28 番 徳 重 忠 夫 無 所 属 ク ラ ブ

（ ）29 番 井 上 紀代子 民 主 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30 番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）31 番 鳥 飼 謙 二 社会民主党宮崎県議団

（ ）32 番 緒 嶋 雅 晃 自由民主党

（ ）33 番 松 村 悟 郎 同

（ ）34 番 押 川 修一郎 同

（ ）35 番 宮 原 義 久 同

（ ）36 番 外 山 三 博 同

（ ）37 番 坂 口 博 美 同

（ ）38 番 中 村 幸 一 同

（ ）39 番 丸 山 裕次郎 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 土 持 正 弘

総 務 部 長 四 本 孝

危 機 管 理 統 括 監 橋 本 憲次郎

福 祉 保 健 部 長 佐 藤 健 司

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 茂 雄 二

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

会 計 管 理 者 梅 原 誠 史

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 白 川 靖 浩

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事務局次長兼総務課長 山 内 武 則

議 事 課 長 福 嶋 幸 徳

政 策 調 査 課 長 佐 野 詔 藏

議 事 課 長 補 佐 内 野 浩一朗

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 松 本 英 治

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣

- 67 -



- 68 -

◎ 代表質問

○福田作弥議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。社会民主党を代表いたしまして質問

いたします。

長い間、議員をやっていますと、といいます

か、人生を生きていますと、いろんな悩みが

あったり楽しいことがあったり、それぞれいた

しますが、私は非常につらいことがあったりし

ますと、体を動かす。昔は散歩と言っていたん

ですが、今は格好よくウオーキングと言います

けれども、ウオーキングをやっておりまして、

毎朝、これも年のせいでしょうけれども、５時

から歩いています。５時は明るかったんですけ

れども、今はすっかり暗くなりまして、オリオ

ン座、冬の星座が見える時期になりまして、あ

の暑い夏がうそのように、季節の移り変わりを

感じるきょうこのごろだなというふうに思って

おります。

きのうから代表質問が始まりまして、知事の

政治姿勢といいますか、再選の問題についても

いろいろとお話がございました。私も、やはり

確固たる信念、そして理念、豊かな知見という

ものがリーダーには必要だというふうに思いま

すし、大胆な決断力も必要ではないかと思って

おります。知事におかれては超多忙ということ

でございますけれども、しっかり休むところは

休んでいただいて、家庭人でもあるわけですか

ら、そのことも大事にしながら、県政の推進に

当たっていただけたらというふうに思っており

ます。まず、そういう意味で、宮崎県のリーダ

ーである知事はあらゆることに一定の見識を持

つべきはないかとの立場で質問をいたします。

世界の中で日本の進路はどうあるべきか。

今、世界は激動しています。90年代、米ソ冷戦

が終えんする中で、アメリカは経済的にも軍事

的にも世界に君臨をしてまいりました。しか

し、Ｇ５からＧ20への変化でもおわかりのよう

に、アメリカの国力が相対的に低下する一方で

中国の台頭は著しく、今やアメリカを追い抜こ

うといたしています。世界はアメリカ一極主義

の時代から多極化の時代を迎えているというふ

うに言ってもよいのではないかと思います。

ことし６月上旬に、アメリカ・オバマ大統領

と中国・習近平国家主席との米中首脳会談が開

かれ、また隔年で開催される米中戦略・経済対

話の５回目が、米側はケリー国務長官、ルー財

務長官など、そして中国側は汪洋副首相、楊潔

篪国務委員など、閣僚級の高官30名が参加して

７月上旬にカリフォルニアで開かれています。

一方、日本は、Ｇ20の会場で安倍総理が中国

・韓国首脳と立ち話をしたのは今後につながり

よかったというふうな、私から言わせれば時代

錯誤といいますか、取り残されている感もある

わけですけれども、そういうふうな評価をして

います。

世界は大きく変わりつつあるにもかかわら

ず、日本は日米安保重視、アメリカ追随の姿勢

を変えようとはいたしません。私は、日本は日

本の国益を最大限追求し、アジアの一員である

地政学的立場を生かした道を進むべきではない

かと思うのでございます。知事は日本の進むべ

き道についてどのように考えておられるのか、
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お尋ねをいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

日本の外交の進路についてであります。我が

国の外交におきましては、米国は政治や経済面

などにおける重要なパートナーであります。今

後もこの関係は維持発展していくべきものとい

うふうに考えているところであります。

一方で、東アジアに位置する日本としまして

は、中国や韓国を初めとするこの地域の国々は

欠かすことのできない大切な隣国であります。

これらの国々と協調しながら、地域の安定と経

済成長に資する政策を進めることが大変重要で

あると考えております。

日中・日韓関係では、昨今、領土問題や歴史

認識をめぐる摩擦が言われておりますが、経

済、観光、文化交流などの深まりを通じまし

て、相互に理解をし、協力し合える関係を築い

ていくことが、それぞれの国民の望むところで

はないかと考えているところでございます。

本県におきましては、「東アジアに開かれ、

東アジアとともに成長するみやざき」を目指

し、東アジア市場の開拓や、経済・人的交流の

拡大に取り組んでいるところであります。外交

は国の専権事項ではありますが、このように地

方や民間の活動といった草の根の交流をしっか

りと推進、支援していくことも大変重要である

というふうに考えておりまして、本県として

も、しかるべき役割を果たしてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。尖

閣問題とか、そういうことを論ずるつもりはご

ざいませんが、やはり私たちは近現代史を余り

にも学んできていないのではないか。あのポツ

ダム宣言に何が書かれているのか、そんなこと

ももう一回学び直していくことが、アジアの中

で生きていくためには必要ではないかなという

ふうに思っております。

次に、2009年の歴史的政権交代と民主党のそ

の後の政権運営についてでございます。2009年

の政権交代は、自公政権の市場万能主義、地方

切り捨て施策に多くの国民がノーを突きつけま

して、歴史的な政権交代となりました。このこ

とをどのように評価しておられるのか。また、

こういう状況の中で、国民の大きな期待がある

中で押しとどめようとする圧力も激しいものが

あったと思っています。鳩山内閣以降の政権の

漂流は、政治の変化を求めた有権者の期待を大

きく裏切るものとなりました。そこで、2009年

の歴史的政権交代の評価とその後の民主党政権

の運営の評価について、知事にお尋ねをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の平成21年衆議

院議員総選挙につきましては、多くの国民が当

時の社会経済の閉塞感や手詰まり感から、御指

摘のありましたように、変化を期待したもので

あったというふうに考えております。民主党政

権におかれましては、地域主権改革を一丁目一

番地に掲げ、国と地方の協議の場の法制化など

によりまして、地方分権は一定の前進をしたも

のというふうに考えております。

また、本県に関して申し上げますと、東九州

自動車道や細島港などの整備の進展、東九州メ

ディカルバレー構想に基づく特区指定など、県

政が抱える諸課題の解決に向けた御支援をいた

だいたものと考えております。

○鳥飼謙二議員 私、今から振り返ってみれ

ば、メディアでいろいろと議論されました小沢
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一郎さんの陸山会の事件、そして石川元秘書・

衆議院議員が逮捕される。無罪になるとわかっ

ていながら、執拗に小沢一郎さんを追及してい

くということで、彼は３年間ほとんど身動きが

できなかった。それを大々的に報道していった

ということもございますし、石川さんの報告書

をつくるために取り調べた検事がうその内容を

記載する。彼が録音した結果、そのようなこと

を言っていないにもかかわらず、言ったように

報告がされた。それを見て検察審査会が判断し

たというようなこともございまして、知られな

いことがたくさんあるわけでございます。しか

し、今、検察庁は、あの村木厚子さんの事件で

地に落ちたのではないかというふうな感じもい

たしております。

また、当時の政権運営について、ウィキリー

クスのアサンジ代表、今、イギリスのエクアド

ル大使館で亡命しておられますが、彼の情報公

開で明らかになったことは、日本の外務省の高

官が米政府とやりとりする中で、民主党政権と

妥協するなというようなことも言っている事実

が明らかになるなど、本当に驚くべきことがご

ざいました。きょうはそのことを言う場ではご

ざいませんけれども、そういうものがあったと

いうことも、私どもは記憶しておく必要がある

のではないかと思います。

次に、東京電力福島原発の汚染水漏れ事件で

ございます。原発事故当時、放射能汚染源であ

る原子炉建屋を取り囲む、地面に垂直に矢板の

遮水壁を設置する鉛直バリアが最適だというよ

うなことが議論されたんですけれども、結局、

東電に任せてしまったために立ち消えになった

というようなことでございます。この汚染水漏

れ事件について、どのように知事は受けとめて

おられるのか、お尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 東日本大震災の発生か

ら、きょうで２年半ということでございます。

今、御指摘のあった原発の問題、汚染水の問

題、こうした問題によりまして、福島県民の皆

様の先の見えない不安や苦悩が増大するととも

に、さまざまな分野での風評被害等が懸念され

ている状況に引き続きあるということに大変心

を痛めておるところでございます。

先日、国の原子力災害対策本部によりまし

て、この汚染水問題に関する基本方針が策定さ

れまして、今後、国が前面に出て必要な対策を

実行していくこととなっております。この問題

が早期に解決され、一日も早い福島の復興・再

生が果たされることを心から願っておるところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 やはり東電を倒産させなかっ

たことが最初の誤りではないか。これは民主党

政権時代ですけれども、国策として進めてきた

わけですから、国策として福島原発処理を最優

先すべきである、消費税などにうつつを抜かす

なと、私はずっと事あるごとに言ってきたんで

すけれども、そのことが今、明らかになってき

ているのではないかというふうに思っておりま

す。

それから次に、原発のありようについてです

けれども、知事は、「さまざまな視点からの国

民的議論が必要だ」と、私の質問に答弁をされ

まして、ことしの２月議会では、「将来的には

原発に可能な限り頼らない社会を目指してい

く」というふうに答弁されましたけれども、い

ま一つ原発への認識が明確ではないんじゃない

か。日本には、時間がどれぐらいかかるかわか

りませんけれども、その方向性を指し示す脱原

発の道しかないのではないかというふうに思い

ますので、知事は再度挑戦をされるということ
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で、明確には答弁されておりませんけれども、

この問題は明確に答弁をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今、議論がありました

東日本大震災に伴う福島原発事故の現状であり

ますとか、使用済み核燃料の問題、さまざまな

そういうことを考えますと、英知を結集して、

将来的には可能な限り原発に頼らない社会を目

指していくことが、今の科学技術を前提といた

しますと大変重要であるというのが、まず私の

基本的な認識であります。

一方で、現時点における私どもが頼っている

電力の燃料調達コストでありますとか、再生エ

ネルギーの現状などを踏まえると、原発がこれ

まで担っておりました基幹電源としての役割を

直ちに他の発電に切りかえることは、現実的に

大変難しいのではないかという認識もございま

す。一定程度、頼らざるを得ないのではないか

ということでございます。

今後の原発のあり方につきましては、現在、

国において、エネルギー政策全体の中で議論が

行われておるところでありますが、最終的には

安全性を最優先として、経済性、また地球温暖

化への影響など、さまざまな要素を勘案した上

で、腰を据えた議論を行いまして、国民的な選

択をしていく必要があるものというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 そこがちょっと知事には欠け

ているところなのかなというふうに、私どもは

批判をして、知事はそうではないと言っている

わけですが。実は小泉純一郎さん、私どもは大

分批判をしてまいりましたけれども、彼の記事

が毎日新聞のコラムに出ておりました。知事、

見られましたか。フィンランドのオンカロを視

察されて、10万年近く地中深く保管するわけで

すけれども、300年後にまた見直すということで

すけれども、みんな死んでいるよと。「日本に

はそもそも捨て場所がない。原発ゼロしかない

んだよ」と言っているんですね。しかし、ゼロ

というのは暴論じゃないかというふうに言われ

ている。「逆だよ、逆。今、ゼロという方針を

打ち出さないと、将来ゼロにするのは難しいん

だよ。野党はみんな原発ゼロに賛成だ。総理が

決断すればできる。後は知恵者が知恵を出す」

というようなことを言っているわけです。明確

に指し示すということが今、いろんなリーダー

には─知事も含めて─求められているので

はないかというふうに思っています。

原発の問題で言えば、ＩＯＣ総会で日本のオ

リンピックが決まったですね。いろんな取り組

みが宮崎県でもやられるというふうに報道もご

ざいましたし、それはそれでしっかりと成功さ

せていかなくてはならないんですけれども、そ

の演説の中で、完全にブロックされていると

か、健康問題は今までも現在も将来も全く問題

ないと断言されているんです。当時、枝野官房

長官は、現時点ではというようなことで問題な

いと。では、将来どうなんだということで、こ

のことを私どもはしっかりと記憶して、このと

おり実行してもらわなくてはいけないというふ

うに思っております。

あともう一つは、野田前総理の2011年12月の

冷温停止状態ということで収束宣言、いかにこ

れが過ちであったかということも、私どもは学

ばなくてはいけないんじゃないかというふうに

思っているところでございます。

次に参ります。自主避難者への支援について

でございます。先日、避難者の皆さんでつくる

「うみがめのたまご」の主催で、「原発事故子

ども・被災者支援法の基本方針とパブコメ学習

会」が開かれ、私も行ってまいりまして、弁護
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士さんから概要の説明とか、参加者の意見交換

がございました。避難者からは二重生活などの

厳しい生活の実態が報告され、聞くところ、お

とといの集まりも全てがカンパで賄われてい

る。このような集まりを月に２～３回程度やっ

ていますということです。これまで県は、法で

定められたもの、もしくは国から要請のあった

ものについては支援をしてきました。しかし、

これでは不十分なので県独自の支援をすべきで

はないかという私の質問に対して、ことし２月

議会で知事は検討すると答弁をされたわけでご

ざいます。その後の状況等についてお尋ねをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 本県では現在、272名の

避難者の方を把握しておりまして、県営住宅へ

の無償での受け入れを行うとともに、被災県か

らのお知らせや、県内の団体が実施します避難

者向けのイベントなどの情報を直接お届けする

ことなどによりまして、本県での生活の支援に

努めているところであります。

また、避難者の方が中心となって組織された

団体におきましても、避難者間の相互交流や支

援活動を行っておられる。今、御紹介のあった

ところでございます。避難された方が地域にな

じみ溶け込めるよう、避難元の県や本県の事業

を活用して、地域との交流についても今後取り

組まれていくというふうに伺っておるところで

ございます。県としてもしっかり寄り添って、

できる限りの対応をしてまいりたいと考えてお

ります。今後、県としても、本県での生活が少

しでも安全・安心で温かいものとなるよう、こ

のような団体とも連携をしながら、交流事業を

行う際の支援の実施などを通じまして、避難者

からの意見やニーズに係る情報交換などを行い

ながら、今後とも支援を継続してまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 今の答弁で私は不満なんで

す。どういう検討をされてきましたかというふ

うに尋ねているわけですから、どういう検討を

してこういうことをやることになりましたと

か、そういう答弁があってしかるべきではない

かと思うんですけれども。やはりおとといの会

でも出ておりましたけれども、県が把握してい

る人数、それから彼らが把握している自主避難

者の会の実質的な把握、しかしそれでも、登録

も、そういう運動にかかわりたくないという方

もたくさんおられるというふうに聞いておりま

す。ですから、何らかのそういうものを含めた

支援をしていく、検討しますと言ってきたわけ

ですから、やはり知事は、検討の結果こういう

ことをやりますということになりましたと言っ

ていただくか、もうしばらく時間を下さいとい

うふうにするのかだと思いますが、再度、答弁

をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 272名というふうに申し

上げましたり、県営住宅への受け入れとか、情

報の提供、これは一定のルールに従った登録シ

ステムに基づくものということで、これ以外の

多くの方が避難されている実態というのは十分

認識をしているところでございます。そういっ

た方々のいろんなグループの集まりなどがあ

る、そういったところに対して、県としても

しっかりと、いろんな情報提供も含めて一緒に

寄り添って支援をしてまいりたい。これまでも

取り組んでおります。そのようなことを申し上

げたところでございます。今後とも、そういう

方々の声にしっかりと耳を傾け、ニーズを把握

しながら、県としても市町村とも連携をしなが

ら、行うべき支援というものに取り組んでまい

りたいと考えております。
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○鳥飼謙二議員 その答弁で私、不満です。や

はり知事は検討すると答えたわけですから、ど

ういうことを検討して、何ができるかできない

のかと。パブコメの学習会でも自分たちでやっ

ている。そして、弁護士が１万円カンパをし

て、都城から運転してきて話をして、また帰

る。そんなものを全てカンパでやっているんで

す。それでいいんですかと言っているんですか

ら。きょうはこれ以上聞きませんけれども、そ

れは知事、ちゃんと受けとめて、２月にそうい

う答弁をされているんですから、しっかり応え

て検討していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。またもう一回質問しますか

ら。これは非常に大事だと思います。県の姿勢

があらわれていると思っているんです。法で決

められたことをやる、国で定めたことをやるの

は当たり前のことですよ、では、それ以外に何

ができるかということを検討してくださいと私

は言ってきたわけですから、そこはやっぱり、

いろんな雇用の基金を使って何かができない

か、交流会の場だけでもできないか、それだっ

たら100万でもできるんじゃないかとか、そうい

うことを真剣にやっていただきたいということ

を知事、お願いをしておきたいと思います。

続けてまいります。次に、ＴＰＰです。これ

が今、正念場を迎えておるわけでございますけ

れども、２月の代表質問の答弁で知事は、「第

１次産業を基幹産業とする本県にとって、農林

水産業のみならず、地域の経済・産業全体への

大きな影響が懸念される。情報の開示と地方の

声を十分踏まえた慎重な対応を求めていく」と

答弁しておられますが、これでは本当に弱い発

信であるというふうに思っておりますし、ＩＳ

Ｄ条項など極めて問題が多いものが含まれてお

ります。ＴＰＰ参加反対の声をもっと上げてい

くべきと思いますので、知事の基本姿勢をお尋

ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定は、国民生

活や経済全体に多大な影響を及ぼすことを踏ま

えまして、これまで国に対し、各分野における

具体的な影響や交渉方針、交渉の進展状況など

につきまして、的確な情報の提供を繰り返し訴

え、要望してきたところでございます。

しかしながら、交渉参加国との秘密保持契約

によりまして、今のところ、交渉の内容を明ら

かにできないとされております。交渉事ゆえの

いろんな制約もあるという理解をするわけでご

ざいますが、私どもとしましても、国からの情

報提供は必ずしも十分ではないと、今の段階で

は考えております。今後とも、私どもとしまし

ても、可能な限りの情報収集に努めますととも

に、国民への十分な情報提供と幅広い国民的な

議論を行うよう、引き続き、国などに要望して

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 そもそも、多数党である自民

党・公明党の連立政権で誕生した安倍総理が、

公約と違うことをやっているわけですから、そ

のことがおかしいというのは重々わかっておる

わけですけれども、ただ、県民の受ける影響と

いうのは非常に大きいということをしっかり認

識していく必要があるんじゃないかと思いま

す。

そこで、ＴＰＰに関連しまして、医療保険制

度が崩壊をするのではないかという危機感も

持っております。例えば、がん保険はアフラッ

ク、アメリカの会社が77％を占めているような

んですけれども、例えば中医協の中で薬価決定

プロセスに製薬会社が入ってくるとか、いろん

なところが入ってくる。また、混合診療が解禁

の突破口になるんじゃないかとか、そんなこと
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が言われておりまして、国民皆保険制度をなく

すということにはならないけれども、必然的に

なくすのと同じ効果が出てくるんじゃないかと

心配をしておるわけですが、知事の考え方をお

尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰに参加した場合

の医療への影響ということでございます。十分

な情報がない中で判断の難しいところでござい

ますが、日本医師会におかれましては、民間医

療保険の拡大や株式会社の医療への参入、薬価

決定プロセスへの干渉などによりまして、公的

医療保険制度が崩壊することを懸念されている

ところでございます。我が国の国民皆保険制度

は、全ての国民が平等に安心して医療を受けら

れる、世界に誇れる制度であるというふうに考

えておりまして、国民皆保険制度を堅持してい

くことは極めて重要であろうと認識しておりま

す。このため、ＴＰＰへの参加に関しまして

は、公的医療保険制度に影響がないよう、引き

続き、国などに要望してまいりたいと考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 次、消費税に参ります。きょ

うの朝日新聞の囲みの記事でしたが、９月７

日、８日に世論調査を行っておりまして、賛成

が39％、反対が52％というふうになっていま

す。８月にやったのでは賛成が43％、反対が49

％ですから、その差が開いてきたということで

あります。有識者の意見聴取では、いろんな数

字を挙げて、ほぼ上げましょうというようなこ

とがつくられておりますけれども、国民の意見

はそういうことであると思っておりますし、本

県は中小企業がほとんどを占めるような状況で

ありますので、県内経済への影響が極めて大き

いのではないかというふうに思っております。

そこで、宮崎県経済への影響についてどのよう

に分析をしておられるのか、また県財政への影

響についてどのように考えておられるのか、お

尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県経済の状況につき

ましては、日銀の宮崎事務所によりますと、

「緩やかに持ち直しつつある」とされておりま

すものの、本格的な景気の回復を実感するまで

には至っていないのではないかというのが、肌

身で感じる実感でございます。加えて、円安に

よる燃油や飼料などの価格の高どまりなどによ

りまして、先行きは楽観できない状況であろう

と認識をしております。このような中で、何ら

対策もなく消費増税が実施されると、家計への

負担増による個人消費の落ち込みや産業活動の

停滞など、回復基調にあります本県経済への影

響というものも懸念されるのではないかと考え

ております。したがいまして、増税の実施に当

たっては、国におきまして、本県のような地方

の経済状況というのも十分考慮、きめ細かく考

慮いただきまして、景気対策などきめ細かな措

置が十分講じられる必要があると考えておりま

す。

次に、県財政への影響につきましては、新た

な消費税制度の内容や引き上げ分の地方交付税

への影響などにもよるわけでありますが、県の

歳入は一定程度増加するのではないかと期待を

しておるところでございます。

一方、今回の税率引き上げに伴いまして、消

費税及び引き上げ分の地方消費税は社会保障財

源化されることとなっておるところであります

が、本県の社会保障関係費は今年度当初予算の

一般財源ベースで645億円となっております。今

後も、毎年度数十億円単位で増加する見通しで

ありますので、本県が持続可能な財政基盤を維

持していくために必要な地方交付税の法定率の
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引き上げなどについて、そういった財源措置に

つきまして、引き続き強く主張してまいりたい

と考えております。

○鳥飼謙二議員 消費税引き上げに何らかの対

策を打たなければ、本県経済への影響は大きい

ということですけど、県としては打てる対策と

いうのはないんですね。県として打てる対策と

いうのがあるんでしょうか。国は当然、何らか

の対策をということですけれども、県としての

何か打てる対策というのがあればお示しくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 県はこれまでも、２月

補正も含めて、ずっと経済対策、経済の回復と

いうものを県政の重要課題として取り組んでお

るところでございます。消費増税、いつの判

断、いつのタイミングで、またどのような影響

というものが考えられるかわかりませんが、そ

ういった状況も踏まえながら、さらにいろんな

形での経済対策というものが必要なのか、今

後、県としても慎重に検討してまいりたいと考

えております。

○鳥飼謙二議員 直接的な対策というのはほと

んど打てないんじゃないか。その他の対策はも

ちろんやっていかなくちゃならんわけですけれ

ども。この問題はこれで終わりたいと思いま

す。

道州制についてお尋ねをいたします。秋の臨

時国会で法案が提出されて議論が始まるのでは

ないかというふうに思っておりますけれども、

今のところ、道州制国民会議を設置して、３年

以内に答申をして、政府は２年以内に必要な法

制の整備をというようなことになっているよう

ですが、そこまででとまっているような感じも

いたします。いずれにしましても、道州制が導

入されますと、宮崎県は辺境の地になります。

今でも辺境の地ではないかというような感じは

いたしますけれども、完全に取り残されるので

はないかというふうに思いますので、同じよう

に他の都道府県と一緒にこの議論に参加をして

いくというのは危険ではないかなという気がい

たしておりますが、知事の基本的認識をお尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 真の地方分権の確立に

向けた選択肢の一つとして道州制について議論

することは、大変意義があるのではないかとい

うふうに考えております。しかしながら、これ

は地方制度をどうするかというだけではなく、

国の統治のあり方全体に影響を及ぼすものであ

りますので、拙速に進めるべきものではなかろ

うというのが基本認識でありまして、さまざま

な課題への対応策を含めた全体像というものが

共有されて、その上で国民的な広い議論がなさ

れる必要があると考えております。

どのような道州制になるかというものは、制

度設計や運営のあり方に大きく左右されるわけ

であります。我が国の発展や安定のために、国

が本来果たすべき役割は何なのか、地方は何を

担うべきなのかという仕分け、整理をする必要

があろうかというふうに思いますし、国から道

州にどのような権限、税財源が移譲されるの

か、また重要なポイントとしましては、道州間

ですとか道州内の財政調整のあり方という大き

な課題もあります。また、道州内における基礎

自治体のあり方など、こうした重要なポイント

に関する道州制の姿が現時点では明らかになっ

ていないということでありますので、賛否を判

断できる状況にはないというふうに考えており

ます。

いずれにしましても、宮崎、本県といたしま

しては、今後の議論の中で宮崎の実情を踏まえ
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た主張をしながら、仮に道州内及び道州間の格

差が広がるような制度設計などになるのであれ

ば、賛成するわけにはいかない、そのように考

えております。

○鳥飼謙二議員 格差が広がるようなものにな

れば賛成するわけにはいかないということです

ね。それははっきりしたんですが、しかし、そ

うなったときではもう遅いです。流れは決まっ

ていますので、だから発信が必要だということ

なんです。ぜひ、宮崎県の知事、リーダーとし

てさまざまな場で意見を言っていただきたいと

思います。

この質問の最後なんですけれども、河野知事

の２期目については、きのういろいろと議論を

されました。当初、出馬をされるときに、これ

はインターネットから出したんですが、「みや

ざき新生」ということで、知事は公約といいま

すか、これを出されまして、その中には、飼養

密度等全国のモデルとなる安心・安全な畜産経

営の再構築とか、産業・雇用づくりでは農業産

出額3,300億円、5,000人の雇用創出、製造品出

荷額１兆4,500億円、100万泊県民運動などが挙

げられているわけでございます。１期目が今、

折り返しを過ぎて最後の周にかかろうとしてい

るんですけれども、この間どのように評価をし

ておられるのか、そのことについてまずお尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず第一に掲げており

ました口蹄疫からの再生・復興という課題につ

いては、まだまだ道半ばだという認識ではござ

いますが、宮崎牛の日本一２連覇を経て、今、

本県畜産の新生に向けたさまざまな動きが進ん

でおるところであり、一定の道筋をつけ、また

前進をしている途中であるという認識でござい

ます。

次に、産業・雇用につきましては、これまで

「みやざき元気プロジェクト」など、さまざま

な経済活性化策に取り組んでまいりました。さ

らに、将来への揺るぎない産業基盤の構築に向

けて、復興から新たな成長に向けてということ

で、フードビジネスなどの成長産業の育成や東

アジア経済交流戦略などを強力に進めていると

ころであります。

また、人財づくりでは、子育て支援策などに

も力を入れてまいりました。

くらしづくりでは、ドクターヘリの導入な

ど、安全・安心な暮らしづくりなどに取り組ん

できた一定の成果もあるのではないかというふ

うに考えておるところでございます。

課題は山積をしておりますが、これまでの取

り組みについて、しっかりと成果が上がるよ

う、今後とも全力を尽くすとともに、さらに今

後は、南海トラフ巨大地震にも対応した防災・

減災対策でありますとか、「みやざき百年の

計」に立った官民挙げての人材育成などにも積

極的に取り組んでまいりたい、そのように考え

ております。

○鳥飼謙二議員 公約に沿って一生懸命やって

きて成果も出ているが課題もまだ残っています

というような御答弁だったと思いますが、前任

者の東国原知事は宮崎県政を投げ出したと私は

思っているんです。県民も、残ってくれ、何と

か続けてやってくれと。そのようなことはない

ということでよろしいでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 政治の安定ということ

は県勢の発展を考えた上で大変重要であろうと

いうことと、単に与えられた４年間だけを見据

えるのではなしに、やはり10年、20年というよ

うな長期的な視点を持って、今、何をなすべき

かということで、私は知事の重責を一日一日務
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めておるということでございます。まさに宮崎

の発展のために一生懸命これからも努めてまい

りたい、そのような覚悟で取り組んでおりま

す。

○鳥飼謙二議員 わかりました。前の知事のよ

うに投げ出さないでしっかりやっていただきた

いと思います。

次に、フードビジネスに移ります。

今回提案されました補正予算で、フードビジ

ネスの成長産業化の加速化を目的として人材育

成等を行うため、推進費１億5,500万円が盛り込

まれています。厚生労働省の「戦略産業雇用創

造プロジェクト」を活用して、説明では、平

成27年度までの累計で1,223人の雇用創出を目指

すということですが、事業の背景と目標達成の

ための今後の取り組みについてお尋ねをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今般、本県が採択をさ

れました厚生労働省の「戦略産業雇用創造プロ

ジェクト」は、雇用情勢が厳しい都道府県が産

業施策と一体となった雇用創出プランを策定し

まして、その効果が高いと見込まれるものにつ

いてコンテスト方式により採択をされたもので

あります。全国的に見ても最も高い補助額とい

うものが見込まれるということで、大変心強く

思っておるところでございます。

本県のフードビジネス振興構想は、その目指

す姿を食関連産業の成長産業化による地域の活

性化と雇用の創出としておりまして、フードビ

ジネスの推進により雇用を創出していくという

本県の施策が、国の産業・雇用施策においても

評価をされたものと、ありがたく、また心強く

考えております。

これを受けまして、今議会において、国庫補

助事業を活用しました「みやざきフードビジネ

ス雇用創出プロジェクト事業」に係る補正予算

案を提案させていただいております。この事業

では、フードビジネス推進のための全体的なマ

ネジメント人材の確保を初め、各企業などにお

ける外部人材の活用や人材育成に対する支援を

行いますことで、販路の開拓や技術の向上を図

り、食関連産業における雇用の創出につなげて

いこうとするものであります。既存の事業に加

えまして、新たに人材の確保や育成の面での支

援を行うことで、フードビジネスの成長産業化

が一層加速化するものと期待をしておるところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 フードビジネスを推進してい

くためには、６次産業化、そしてまた食品産業

の人材育成、今言われたように関係機関の連携

が極めて重要だというふうに思っています。人

材育成と関係機関の連携ですね。農業振興公社

が農林漁業者と６次産業化指導者向けの２コー

スで、経営多角化チャレンジ塾を取り組んでお

られますけれども、実施体制、実施状況につい

て農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 「みやざき農

林水産業経営多角化チャレンジ塾」は、６次産

業化を目指す農林漁業者や指導者となる人材の

育成を目的に、農業振興公社を実施主体として

昨年度から開催いたしております。

このチャレンジ塾では、「グローバル農業法

人育成コース」と「６次産業化推進プロデュー

サー育成コース」を設けまして、県内外から食

品加工やマーケティングの専門家などを講師陣

として招いて各講座を開催するもので、今年度

は８月27日から約２カ月半にわたり、全34講座

で46名が受講いたしております。昨年度から始

まった取り組みではありますが、受講後には、

国の総合化事業計画の認定を受けた事例や、受
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講生同士のネットワークの形成といった効果も

出ておりますので、今後とも、チャレンジ塾の

充実強化に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○鳥飼謙二議員 次に、総務政策常任委員会で

先日、視察がございまして、高知大学に行って

まいりました。高知大学が地域の食品産業の中

核となる人材を養成する土佐フードビジネスク

リエーター事業を視察してまいりました。高知

大学の農学部、医学部等、それから高知県の工

業技術センター、農業技術センター、県、市の

行政が連携しまして、国事業を活用して人材を

養成するということで、５年間ということでし

たが、ことしからはその事業が切れて有料で

やっているということでございました。

先日、宮崎大学が「“なか九州”新事業創出

人材育成講座」の受講生を募集していることが

新聞報道されました。県は、宮崎大学が実施す

る「“なか九州”新事業創出人材育成講座」に

かかわっているとすれば、どのようにかかわっ

ておられるのか、また宮崎県における産学官連

携の現状はどのようになっているのか、お尋ね

をしたいと思います。

○総合政策部長（土持正弘君） フードビジネ

スが持続的に発展、成長してまいりますために

は、その人的基盤の充実を図ることが必要であ

り、そのためには、大学や産業界、行政が連携

して、それぞれが持つ技術や知識を生かした産

業人材育成の取り組みが大変重要でございま

す。

高知県における取り組みにつきましては、地

域の食品産業の中核となる人材育成のため、県

内の産学官が連携いたしまして、食品製造・加

工やマネジメント等の座学、試験研究機関での

現場実践等による研修を実施しておりまして、

フードビジネス構想を推進している本県にとっ

て大変参考になるものというふうに考えており

ます。

本県におきましては、先ほど答弁のありまし

た経営多角化チャレンジ塾のほか、御指摘のあ

りました宮崎大学の「“なか九州”新事業創出

人材育成講座」において、６次産業化に対応し

た人材育成プログラムが実施されており、県か

らも講師派遣について協力をしているところで

ございます。また、今般、採択を受けました

「戦略産業雇用創造プロジェクト」におきまし

ても、人材育成を大きな柱としているところで

ございます。今後は、これまでの事業効果や他

県の情報も収集しながら、産学官連携による本

県フードビジネスを担う人材の育成に取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。宮

崎県の場合はチャレンジ塾がある、宮大は宮大

でやっているというようなことで、何か一体性

がない、連携が欠けているなというような気が

いたしますので、新しい事業を含めて、しっか

り連携をとって人材養成を図っていっていただ

きたいと思います。やはり人材というのが、知

事が主張されるフードビジネス推進のためには

欠かせないというふうに思っておりますので、

ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。

次に、社会保障と地域医療についてでござい

ます。

先月、社会保障制度改革国民会議の最終報告

書が出されました。少子化対策が社会保障４分

野の１つとして位置づけられるという前進面は

ありましたが、日本が超・超高齢化の社会に突

入していく今日、国民に自助・共助を強制する

ものとなっているというふうに思いました。
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その一部を紹介しますと、「国民の生活は自

助を基本としながら、高齢や疾病・介護を初め

とする生活上のリスクに対しては、社会連帯の

精神に基づき、共同してリスクに備える仕組み

である共助が自立を支え、自助や共助では対応

できない困窮などの状況については、公的扶助

や社会福祉などの公助が補完する仕組みとす

る」というふうにしておられるわけでございま

す。

そこでは、2000年に始まった介護保険は、介

護の社会化ということで個人の責任から社会の

責任にということでうたわれてきたんですけれ

ども、介護の社会化は排除されているのではな

いかというふうに思っております。また、スタ

ート時に期待されました年金一元化、最低保障

年金などの税と社会保障の一体改革の論点には

触れられていませんで、抜本的改革にはほど遠

い、国民に自助・共助を強制するものとなって

いるようです。知事はこの最終報告書をどのよ

うに評価しておられるのか、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の国民会議の最終

報告であります。急速な少子高齢化が進む中、

確かな社会保障制度を将来の世代に伝えるため

の道筋が示されたものと受けとめております。

報告の中では、全世代型の社会保障への転換を

目指し、まさに子育てなども含まれて、将来の

世代に負担を先送りしないなど、持続可能な社

会保障制度の構築を進めることとしておりまし

て、一定の評価をしておるところであります。

しかしながら、子育て、医療、介護など、社

会保障運営の中核を担う地方の立場から申し上

げますと、必要な財源の確保や地方への権限の

付与など、議論が十分に尽くされたとは言えな

い事項、これからの検討課題というものも多々

あるわけでございまして、今後とも、市町村等

とも連携を図りながら、全国知事会などを通じ

まして、国としっかりした議論を進めてまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 余りに自助といいますか、こ

こを強調されているなというふうに、私は否定

的に思っておりまして、医療だったら自由開業

制度をどうするのかという議論、出来高払い制

度をどうするのかという議論もしっかりやって

いただきたいというような感想を持ったところ

でございます。

以下、内容を深める意味でお聞きいたします

が、国民健康保険の運営主体を都道府県とする

ことも提起されているわけですが、移管される

となった場合にどのような問題があると考えて

おられるのか、お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 先月、閣議決

定されました「社会保障制度改革の推進に関す

る骨子」におきまして、国は、国保については

財政運営を初めとして都道府県が担うことを基

本としつつ、保険料の賦課徴収、保健事業の実

施などに関しては市町村の積極的な役割が必要

としております。県としましては、単に保険者

を県に移管するだけでは、市町村の赤字を県に

つけかえるだけにすぎないということから、ま

ずは、最大の課題であります財政上の構造的な

問題の抜本的な解決を、全国知事会を通じ国に

強く求めているところでございます。

○鳥飼謙二議員 政府は臨時国会で医療法の改

正を考えているようでございます。高度急性

期、一般急性期、亜急性期、回復期などの医療

機能の分化とか、在宅医療の推進、医師確保対

策等を内容とするようでございますけれども、

医師確保など県には権限や財源が付与されてい

ない中で、病床機能報告制度の導入とか、地域

医療ビジョンを次期医療計画策定を待たずに策
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定することなど求めているようでございます。

国との協議はどのようになっているのか、また

一連の動きをどのように認識するのか、福祉保

健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 医療法改正案

につきましては、社会保障制度改革の骨子によ

りますと、都道府県が地域医療ビジョンを策定

することによって、ただいま議員もおっしゃい

ました、急性期とか亜急性期とか慢性期とか病

床の機能分化を推進したり、地域における医

師、看護職員等の確保、あるいは勤務環境の改

善に係る施策を推進することが主な内容とされ

ておりますけれども、現段階ではそれ以上の詳

細はわかっておりません。

今回の改革につきましては、７月に行われた

全国知事会議におきまして、「地方の意見を踏

まえた医療改革を求める決議」を採択いたしま

して、先月、地方と継続的な協議を進め、地方

の理解を得たものについて法制化するように、

政府に意見書を提出したところでございます。

今後とも、全国知事会を通じて国と必要な協議

を行いながら、地方の意見が反映されるよう適

切に対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 民主党政権で国と地方の協議

の場が法制化されたわけです。こういうものを

しっかりと活用しながら、地方の意見を反映さ

せていっていただきたいと思います。

次に、病院局にお尋ねをいたします。病院局

の発表した県立３病院の決算見込み、収益的収

支の当期純益はマイナスの9,756万円、資本的収

支はマイナスの14億4,200万円となりますが、償

却前利益は19億3,300万円を充当し、残金４

億9,000万円を内部留保金に充てて、24年度末の

内部留保金は44億7,000万円となっているようで

ございます。そこで、中期経営計画の達成状況

と今回の県立病院決算への評価をお伺いいたし

ます。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局ではこれま

で、医師、看護師等の医療スタッフの充実や新

たな施設基準の取得等による収益の確保、さら

には医療機器や薬剤等の共同購入、後発医薬品

の採用による費用削減など、さまざまな経営改

革に取り組んでまいりました。

その結果、平成24年度決算見込みでは、病院

事業全体の収支は、前年度に比べまして１

億2,700万円余改善しまして、9,700万円余の赤

字となったところでありまして、平成18年度の

病院局設置以降、最も収支が改善される結果と

なっております。しかしながら、いまだ医師が

充足していない診療科があること等の影響によ

りまして、中期経営計画の目標値であります400

万円の赤字に対しましては、9,300万円ほど下回

る状況となったところでございます。

今年度、25年度は、第２期計画の最終年度で

ございますので、病院事業全体での収支均衡と

いう目標の達成に向けて、さらに職員一丸と

なって経営改善に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 今期が黒字達成、目標達成と

いうふうに私も考えておりまして、病院局、県

病院の皆さん方が一生懸命頑張っていただい

て、そうなるんじゃないかと思っておりました

ら、２人内科医がやめて計画が未達成になった

というふうにお聞きをいたしております。ぜ

ひ、頑張っていただきたいと思います。

次に、経営形態のあり方についてでありま

す。前回の検討時は、県立病院経営形態検討委

員会を設置して議論を深められたわけでござい

ますが、今回、どのようにして検討を進めてい
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かれるのか、今後の進め方について病院局長に

お尋ねします。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立病院の経営形

態の見直しに当たりましては、急速な高齢化に

伴う医療ニーズの変化、あるいは医療制度改革

の動向、さらには公立病院改革をめぐる国の動

きなど、病院事業を取り巻く環境の変化を十分

に勘案した上で、県立病院が果たすべき役割を

改めて明確にしまして、持続的、安定的な医療

の提供と、自立的、効率的な病院経営の両立が

可能な経営形態について検討する必要があると

考えております。

具体的には、今後、病院スタッフや県立病院

事業評価委員会など病院内外の意見も踏まえな

がら、現行の形態であります地方公営企業法の

全部適用に対する評価、及び地方独立行政法人

など他の経営形態との比較分析を行った上で、

平成26年度中を目途に、県立病院にふさわしい

経営形態について判断してまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。そ

れから、ことし２月に宮崎病院の建てかえにつ

いて検討するというふうに公表されました。そ

の後の検討状況についてお答えができる分があ

れば、お答えをお願いしたいと思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 宮崎病院につきま

しては、現在、外部の有識者から成る病院事業

評価委員会の御意見も伺いながら、防災力の向

上や、施設・設備の老朽化、狭隘化対策の観点

から、その整備のあり方について検討を行って

いるところでございます。検討に当たりまして

は、防災機能強化の緊急性はもとより、整備期

間中の減収や整備費が後年度に与える影響、ま

た県民負担であります一般会計繰入金の抑制な

ども十分考慮していく必要があると考えており

ますので、庁内関係部局とも連携を図りなが

ら、今年度中を目途に、最も適切な整備の方向

性を取りまとめたいと考えておるところでござ

います。

○鳥飼謙二議員 私は、神戸市立病院をことし

の初め視察してまいりました。ポートアイラン

ドの中に建っていたんですが、ＰＦＩで30年

間、新しい目的会社をつくって、そこが運営を

していくということだったんですけれども、課

題として、人材が病院経営に深い造詣があるの

かどうか、そして熱意があるのかどうかという

ふうに考えますと、どうもそうはならないん

じゃないかなという気もいたしました。そうい

うことで帰ってきたわけでございますので、い

ずれにしましても、十分な検討をお願い申し上

げたいというふうに思います。

次に、消防の広域化についてお尋ねをいたし

ます。

これまで本県では、消防庁の指針を受けまし

て、広域化について１本部ないし３本部、いわ

ゆる30万人消防というものを目指して議論して

こられたわけでございますけれども、今日まで

その結論が出されていないわけでございます。

よく考えてみますと、大阪の30万都市と宮崎

の30万の人口とでは広さと人口密度が全く違う

から、そもそも同じ条件で議論することが、前

提条件が違っているという感じがいたしており

まして、進まないのは当然じゃないかという感

じもいたしましたが、現在立てられておる広域

化計画が実現しなかった理由をどのように分析

しておられるのか、お尋ねをいたします。これ

は統括監。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 消防の広

域化につきましては、災害の多様化及び大規模

化など消防を取り巻く環境の変化に的確に対応
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するため、特に小規模な消防本部における車両

及び専門要員の確保など消防体制の整備拡充を

図る上で有効であるという観点から、消防庁か

ら広域化に関する基本指針が示されたところで

ございます。これを受けまして、県では、御指

摘がありましたように、平成20年３月に、１本

部ないしは３本部の組み合わせで計画を策定

し、昨年度まで協議検討を行ってきたところで

ございますけれども、具体的な進捗が見られて

いないという現状でございます。

その要因についてでございますけれども、各

消防本部の消防長などから成る検討会を設けて

意見交換しておりましたけれども、一つ、その

組み合わせに関して、管轄面積が広いため、広

域化したがゆえに初動体制が強化されるという

ような具体的なメリットが見えづらいという御

指摘がある一方で、消防団などとの連携が困難

になることや、また我が県の場合、非常備消防

ということで、常備化をどうするかという課題

もありまして、その財政負担をどうするかとい

う課題が指摘されたところでございます。この

ように、そもそも管轄面積が広大であり、多く

の非常備町村を抱えている本県特有の事情、こ

ういうものを背景としまして、即座に、一足飛

びに県規模で集約するという広域化の具体的な

進捗は困難であったというふうに分析しており

ます。

○鳥飼謙二議員 ことし４月に消防庁が、「市

町村の消防の広域化に関する基本指針」を改正

しました。その中では、30万目標には必ずしも

とらわれず、地域の実情を十分考慮すること、

県は消防広域化の重点地域を定めるとされたと

ころです。本県での消防広域化について、県は

今後どのように取り組んでいかれるのか、お尋

ねします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 御指摘が

ありましたように、全国的に消防広域化につい

ては進捗が十分でないという現状を踏まえ、消

防庁においても、本年４月に基本指針を改正

し、広域化の期限を平成30年４月１日まで延長

したところでございまして、本県といたしまし

ても、引き続き、広域化そのものは推進してま

いりたいと考えております。

改正内容といたしましては、御指摘いただき

ましたように、管轄人口30万人規模にはとらわ

れず、地域の実情を考慮すること、また広域化

を先行して重点的に取り組む必要があるものと

して消防広域化重点地域を指定し、国及び県の

支援を集中的に重点地域に実施するという枠組

みが示されたところでございます。

これを受けて、本県といたしましても、先

般、関係機関から成る広域化検討会で議論を行

いまして、従来の県域１本部または県域３本部

の組み合わせにとらわれることなく、消防広域

化重点地域を指定すること、またその対象とい

たしまして、一つは、今後、十分な消防体制が

確保できないおそれがある一定規模の管轄人口

または消防本部職員数を下回る地域、また非常

備町村、その他広域化を希望する地域、このよ

うな地域の中から重点地域を指定するというこ

とが決定されたところでございます。今後、関

係機関の意見を十分聞きながら、新たな推進計

画の策定に向けまして調整してまいりたいと考

えているところでございます。

○鳥飼謙二議員 一定の規模以下というのは、

人口10万人、消防本部職員50人以下というよう

なことでございますけれども、かなり該当して

くるということになりますので、やはり地域の

実態に応じた地域生活圏といいますか、そうい

うものを勘案しながら進めていっていただきた



- 83 -

平成25年９月11日(水)

いと思います。

次に、障がい者問題についてお尋ねをいたし

ます。

通常国会で障害者差別解消法が制定をされま

した。そこで、知事にお尋ねをしてまいりま

す。国連障害者権利条約採択から７年、既に世

界の130カ国が批准しており、ようやく我が国も

同条約批准の手続が整ったことになりますが、

知事の感想をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 障がいのある方が、障

がいを理由として差別されることなく、個人の

尊厳が配慮され、住みなれた地域で社会の一員

として自立して生活できる社会づくりは、大変

重要であるとまず考えております。このような

社会づくりを進めるために、国におきまして

は、障害者権利条約の批准に向けて、障害者基

本法の改正や障害者総合支援法の制定など、国

内法の整備を初めとします障がい者に関する制

度の集中的な改革を行ってきたところでありま

す。

今回の障害者差別解消法の成立によりまし

て、障害者権利条約の批准の要件が整ったとこ

ろでありまして、全ての国民が障がいの有無に

かかわらず相互に人格を認め合う共生社会の実

現に向けての大きな一歩になるものと、大変評

価しておるところであります。

○鳥飼謙二議員 施行まで３年あるわけで、差

別解消支援地域協議会の設置などが進められる

と思っています。合理的配慮により、今後、そ

れぞれの障がい特性を理解した上で必要な配慮

をすることなどが義務づけられることになるわ

けでございます。今後、法の施行までどのよう

に準備しようとされるのか、福祉保健部長にお

尋ねします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 平成28年４月

の法施行に向けまして、国において、今年度中

に差別の解消に関する基本方針が閣議決定され

ます。また、来年度には、行政機関の職員が適

切に対応するために必要な要領及び事業者のた

めの対応指針が作成される予定と聞いておりま

す。

県としましては、今後策定されるこれらの基

本方針あるいは対応指針などを踏まえまして、

障がいのある方や関係機関と連携を密にし、十

分意見交換もしながら、障がいを理由とする差

別に関する相談、紛争解決のための体制整備や

啓発活動などに取り組んでまいりたいというふ

うに考えております。

○鳥飼謙二議員 しっかり準備をお願いしたい

と思います。

次に、同時期に改正障害者雇用促進法という

のが成立いたしました。障がい者を雇用する民

間企業に対して、合理的配慮を法的義務とし、

障がい者の法定雇用率は、2013年度から民間企

業は2.0％、国・地方公共団体は2.3％、教育委

員会は2.2％とされたところでございます。そこ

で、県内全体ですけれども、障がい者の雇用の

状況についての認識を福祉保健部長にお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 法定雇用率引

き上げ後の状況につきましては、現在、宮崎労

働局が調査中でございまして、把握できており

ませんが、昨年６月１日時点の実績で申し上げ

ますと、当時の法定雇用率1.8％が適用された県

内企業612社の実雇用率は1.96％で全国第９位、

法定雇用率達成企業の割合は65.2％で全国第２

位となっております。未達成企業に対しまして

は、労働局とハローワークによる訪問指導の実

施や、県と労働局の共催により毎年開催してお

ります企業向けセミナーへの参加呼びかけを
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行っており、そうした取り組みによりまして一

定の成果が上がっているものというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。かなり、宮崎

県は上位で、成績といいますか、頑張っている

という評価があるわけですけれども、県と取引

のある企業というのはたくさんあるわけで、障

がい者雇用率が達成されていなければ、何らか

のお願いをしていく、そういう取り組みも、こ

れは全庁的になると思いますけれども、考えて

いっていただきたいというふうに思っておりま

す。

次に、県庁の各部局における障がい者雇用の

現状と新雇用率での達成状況について、それぞ

れ各部局と警察本部長にお尋ねをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 障がい者雇用の現

状についてでありますが、知事部局におきまし

ては、平成25年６月１日現在の障がい者雇用者

数は95.5人でございまして、雇用率は法定雇用

率を上回る2.38％となっております。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局における障

がい者雇用の状況でございます。本年６月１日

現在で雇用者数１名、雇用率1.21％でございま

す。これは法定雇用率の2.3％を下回っておりま

すけれども、法定雇用数のほうの１名は充足し

ている状況でございます。

○病院局長（渡邊亮一君） 病院局における障

がい者雇用の状況でありますが、本年６月１日

現在で合計12名、雇用率2.15％でございます。

これは法定雇用率をわずかに下回っております

が、法定雇用数は充足している状況でございま

す。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会におき

ましては、平成25年６月１日現在の障がい者雇

用者数は125名でありまして、雇用率は1.84％で

あり、法定雇用率2.2％に対して24人満たしてお

りません。

○警察本部長（白川靖浩君） 警察本部におき

ましては、本年６月１日現在の雇用障がい者数

は９名でありまして、雇用率は2.5％となってお

り、法定雇用率の2.3％を上回っております。

○鳥飼謙二議員 それぞれお答えをいただきま

して、ありがとうございました。

企業局と病院局は、法定雇用率は達成してい

ないけれども、雇用数は達成をしているという

ことですが、これは端数を切り捨てていいです

よということになっているわけで、しかし、地

方公共団体ですから、これはやはり達成しなく

ちゃならない。例えば、企業局に来るのは知事

部局の人事異動で来るんですと言われれば、知

事部局になってくるのかなというふうに思いま

すので、答えは要りませんけれども、頭に

ちょっと入れておいて、しっかりと確保するよ

うに、雇用率は達成しておりますけれども、人

数は１人ですということがないように、努力を

していただきたいというふうに思います。

それから、教育委員会についてでありますけ

れども、不足数が24人ということになっている

ようですが、今後、法定雇用率を達成するた

め、どのような取り組みをしようとされるの

か、お尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会という

のは、県の機関として雇用を促進するように啓

発する立場にありまして、特に気になっており

ますのは、特別支援学校の高等部あたりも就労

に向けて精いっぱい取り組んでいるところで、

こういう状況というのは大変重く受けとめてお

るところであります。

考えている手だてといたしましては、これま

でもそうしてきたんですが、教員採用試験に当
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たり、障がいのある方に対して年齢制限を設け

ない特別選考試験を実施する、これは今もやっ

ておりますが、そういうことを継続する。それ

から、例えば点字による出題や手話通訳等によ

る配慮、水泳実技試験等の一部免除、そういう

ことも行っているところで、そういうことも引

き続きやっていきたいと考えております。

それから、障がいのある方が採用試験を受験

しやすい環境づくりに努めるとともに、やはり

そういう方が受けてほしいということで、大学

等に紹介、啓発等もこれまで以上にやっていき

たいと考えております。

それから、もう一つは、特別支援学校で通常

の教育課程で学習している子供たち、それから

県立高等学校におります肢体不自由の子供たち

が、教師という仕事に魅力を持って、教員採用

試験を受けるために教育学部に行くとか、免許

を取るとか、そういうことを今も校長等を通し

て奨励しているところですが、一層そういうこ

とを行っていきたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 私もかなり議員をやらせてい

ただいていて、この問題はずっと取り組んでき

て、最近やっていなかったんですけれども、教

育委員会はその当時も、10年以上前も悪くて、

かなり頑張ってこられたなとは思っています。

ただ、いただいた数字では、平成21年が雇用

率1.7 3％、順次、1.8 0％、1.9 1％、1. 95

％、1.83％となっています。123人、127人、133

人、134人、ことし25年、125人とぐっと減って

いるんですが、状況を把握して、答えられれば

お答えください。答えられなければよろしいで

すけれども。

○教育長（飛田 洋君） 実は、退職された方

に障がいのある方が多くおられたということが

この原因でございます。

○鳥飼謙二議員 私も退職かなと思ったんです

けれども、そういうことは事前にわかっている

わけですから、前もお願いをしましたけれど

も、高校生、大学生に、障がいがあっても学校

の先生とか県の職員になれるんだよということ

をもっともっとＰＲ、アピールしていただい

て、ある程度計画をつくっていただいたほうが

いいんじゃないかと思います。何年までに達成

しようという目標をつくっていただいて、努力

をお願いいたしたいというふうに思います。

次に移ります。動物愛護センターについてお

尋ねをいたします。

２月議会で予算編成過程の透明化に関連しま

して、堺雅人さん主演の「ひまわりと子犬の７

日間」や、動物愛護センター建設の必要性を議

論いたしました。知事にもいろいろとお話をい

たしまして、現場を見ましたかと聞いたら、ま

だ見ていないということだったんですが、それ

から２日後に行かれたということで、さすがに

若い行動力のある知事だなというふうに感心し

たんですけれども、実際、見学した感想をお聞

かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 映画「ひまわりと子犬

の７日間」の公開に先立ちまして、この舞台と

なった中央動物保護管理所を視察したところで

あります。その際、映画で忠実に再現されてお

りましたが、殺処分及び焼却する施設を目の当

たりにしまして、とてもつらく重い現実として

受けとめたところであります。

そこで考えましたのは、ほかの施設とは違っ

て、この施設がフル稼働する、また職員がたく

さん処分することが目的ではなしに、殺処分を

可能な限りゼロにしていくこと、これが望まし

いことではないかということを感じたところで

あります。日々の作業に当たる職員がどれだけ
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重いものを担っているのかというところも、現

場に行くことによりまして強く肌身で感じたと

ころでございます。飼い主の意識の向上や、Ｎ

ＰＯなどにも協力いただきながら譲渡を促進す

ることによりまして、殺処分数は犬などを中心

に年々減少傾向にあるわけでございますが、引

き続き、飼い主の意識向上に向けた意識啓発な

どに取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 殺処分数も10数年前とすると

半分以下になっているんです。そういう意味で

は、県の保健所の皆さん方とか、動物を飼われ

る方の意識も変わってきた、そういう取り組み

もあったのかなというふうに評価をいたしてお

ります。堺雅人さんのモデルになった方にも会

われましたね。実際、生々しい声をお聞きにな

られただろうと思います。

そこで、動物愛護センターについてですけれ

ども、土持部長が福祉保健部長のときの答弁な

んですけれども、「動物愛護行政をより一層推

進するために有効な施設である。宮崎市と連携

を図りながら検討していく」というふうに答弁

されております。宮崎市では建設に向けての方

向性が出されつつあるというふうに聞いており

ますけれども、その後の検討状況についてお尋

ねをいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 動物愛護セン

ターは、動物愛護行政を推進する上で有効な施

設というふうに考えております。このため、県

といたしましては、宮崎市とともに先進自治体

の実態調査等を行いまして、そのあり方などを

協議しておるところでございますが、県と市の

役割分担など解決すべきさまざまな課題もござ

いますので、今後とも、宮崎市と連携を図りな

がら検討してまいります。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いします。

次に、観光振興についてお尋ねをいたしま

す。

県は、平成24年から32年（2020年）までです

が、９年間、宮崎の宝再認識、県内外への情報

発信と観光交流の活発化等を目的に記紀編さ

ん1300年記念事業に取り組んで、最終年の平

成32年（2020年）に総仕上げとして国民文化祭

を本県で開催するということで、誘致活動を

行っておられます。

一方、国を挙げての誘致活動が成功しまし

て、先日、2020年、記紀編さん1300年記念事業

の最終年に東京オリンピックが開催されること

が決定したわけでございます。最終年の国民文

化祭はオリンピックとの同時開催ということに

なりまして、大きく状況が変化してきたのかな

というふうに思うんですけれども、全国から観

光客を宮崎に取り込むというのはなかなか状況

としても厳しいのかな、有利なのかなというの

がありまして、しっかりした分析が必要だと思

いますが、厳しさがあるんじゃないかなと思っ

ております。これはちょっととっぴじゃないか

というふうに言われるかもしれませんが、オリ

ンピック会場での神楽の上演とか、戦略の練り

直しとか、そういうものが必要になってくるの

ではないかというふうに思いますが、知事の考

え方といいますか、先日決まったばかりですか

ら、まとまっていないかもしれませんけれど

も、お尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、本県が取り組ん

でおります記紀編さん記念事業、2020年までの

９年間、長期にわたる取り組みというものをそ

の時々のいろんな課題やテーマを捉えながら持

続的に発信していこうということで、事業を展

開しておるところであります。

今回、2020年東京オリンピック・パラリン



- 87 -

平成25年９月11日(水)

ピックの開催が決まったということで、これも

日本の歴史や文化を再認識して世界に発信する

絶好の機会ではないかというふうに考えておる

ところでありまして、そのさまざまな効果を最

大限に生かしながら記念事業を展開していくこ

とは大変重要であろうと思っております。

たまたま、オリンピック開催が決まりました

９月８日に私、博多座で、昨日も答弁しました

坂東玉三郎さん主演の「アマテラス」を拝見し

ておったところでございます。オリンピックの

開会式というものは、これまでの例を見ます

と、その国の歴史や文化、いろんなメッセージ

を発信する機会になっております。今回、2020

年は、やはり東日本大震災等の災害からの再生

・復興というものが大きなテーマになるのでは

ないか、そのときに自然とどのように我が国が

向かい合ってきたかというものが、例えば神話

のような形で脈々と伝えられているというよう

なことがあった場合に、岩戸開きというものを

オリンピックの開会式の中のどこかで取り上げ

てもらえないだろうかと、少し夢を抱いたとこ

ろでございます。そういったことを実現に結び

つけるに当たりましても、記紀編さん1300年、

また宮崎の日向神話というものを発信し続ける

ことは、大変重要であろうかというふうに考え

ております。

2020年の開催を目指しております国民文化祭

につきましても、オリンピックと重なることに

ついてどう考えるかというのも、文化庁におい

てもいろいろ考えもあろうかというふうに思っ

ておりますが、我々としては中長期的な観点か

らいろんなチャンスを捉えるというような発想

で取り組んでまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 きょうの朝日新聞の「天声人

語」に神話のことが書いてありましたね。ぜ

ひ、しっかり対応をお願いしたいと思います。

観光動向調査の方法が平成22年から変更され

ました。その狙いと変更内容、またこのままで

は従前の統計と比較できずに、現状を正しく把

握することが困難となっております。どのよう

な対策をとられるのか、お尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 平成21年

までの観光動向調査では、交通機関別の入り込

み客数あるいは市町村調査によるデータ、観光

関連施設の売り上げ、観光客へのアンケートを

もとに、県内・県外別の観光客数及び観光消費

額を推計してきたところであります。しかしな

がら、観光統計に関する推計手法が都道府県に

より異なり、比較ができないなどの課題を踏ま

え、国において推計手法を統一した共通基準が

策定されましたことから、本県としても、新た

な基準による推計手法に変更したものでありま

す。

具体的には、観光地点への入り込み客数、観

光地点でのアンケート調査及び観光庁が行いま

す宿泊旅行統計調査等のデータをもとに、これ

までの県内・県外別に加えまして、宿泊・日帰

り別の観光入り込み客数及び観光消費額を推計

しているところであります。

また、調査方法の変更によりまして調査対象

範囲が拡大されたことから、以前のデータとの

比較はできないことになりますが、従来の調査

過程において集計しておりました市町村別の観

光客数については、引き続き把握しております

ことから、この点において全体的な傾向は確認

できるものと考えております。

○鳥飼謙二議員 観光客数はもちろんですが、

観光消費額も知りたいんです。ぜひ、知恵を出

していただきたいと思います。

それから、観光の最後になりますが、教育旅
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行についてであります。平成24年、2,556人とい

うふうになっておりまして、平成３年の５

万1,212人と比較しますと20分の１になって、そ

の落ち込みは激しいものがございます。今年度

は教育旅行誘致強化事業1,542万円を予算化して

取り組んでおられますけれども、今後、教育旅

行の誘致についてどのようにしていくのか、お

尋ねしたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 教育旅行

につきましては、本県を訪れた学生にとりまし

て宮崎が思い出の地となることで、将来のリピ

ーターの裾野を広げることにつながるなど、そ

の誘致促進は、本県の観光振興を図る上で重要

な課題であると考えております。

このため、県では、市町村や関係団体、九州

各県等と連携を図りながら、特に九州新幹線の

開業によりアクセスが向上した関西地方を中心

とした旅行会社等の招聘事業などを実施いたし

ますとともに、県教育委員会と連携した隣県の

教育関係者に対するセールス等にも取り組んで

おりまして、近年、宮崎市内のホテルや北きり

しまの農家民泊を中心に徐々に成果があらわれ

てきているところであります。県といたしまし

ては、さらに教育旅行の受け入れ拡大、定着に

向けて、今年度、宮崎県ホテル旅館生活衛生同

業組合に専門の職員を配置しまして、関西や中

国・四国地方を初めとする旅行会社等へのセー

ルス等に重点的に取り組んでいるところであ

り、今後とも、誘致促進に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 12年前になりますか、最初に

口蹄疫が発生したときからぐんと下がってき

て、今、ほんの少し増加になっているという現

状です。宮崎県からは鹿児島に行くとか……。

ですから、教育長もそういうのを頭に入れなが

ら、各学校それぞれ決めていくと思いますの

で、ぜひそのあたりも、宮崎県に教育旅行が来

るような、こちらも送り出すというようなこと

で努力をお願いしておきたいというふうに思い

ます。

観光の最後になります。ＪＲ九州が10月15日

から３月19日まで22回、豪華列車「ななつ星」

を運行する予定と聞いております。１人40万円

以上と高額にもかかわらず、予約が殺到してい

るようでございます。また、海外で行ったプロ

モーションにおいても、アジアや中東、ヨー

ロッパの旅行会社から高い関心が寄せられ、こ

の間は１車両を購入するというのが新聞に載っ

ていましたね。関心が高いというふうに聞いて

おります。宮崎県の食材とか観光地を売り込む

チャンスでもあるというふうに思っておりま

す。そこで、宮崎県の取り組みについてお尋ね

をしたいと思います。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） クルーズ

トレイン「ななつ星」につきましては、３泊４

日コースなどで九州をめぐる豪華寝台列車であ

り、日本初の陸のクルーズとして、国内外から

高い注目を浴びているところであります。

県では、ＪＲ九州に対しまして、沿線市町と

連携して、本県産の食材の使用や本県観光のバ

スコースの設定などを要望してきたところであ

り、その結果、本県を通過するコースの運行時

には、本県産の新鮮な野菜や果物などの農水産

物を使用した朝食あるいは昼食が提供されると

伺っているほか、本県固有の神話ゆかりの観光

地である宮崎神宮や青島神社をめぐる観光バス

コースが設定されております。また、列車が停

車いたします高鍋駅や宮崎駅、都城駅では、地

元市町がホームを花で飾るなどのおもてなし

で、「ななつ星」の運行を盛り上げることとい
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たしております。今後とも、沿線市町と協力し

まして、継続的に本県産の食材や魅力ある観光

資源の売り込みを行い、「ななつ星」の話題性

を活用した本県のＰＲに積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 よろしくお願いします。た

だ、宮崎県の観光はちょっと厳しいかなという

ような感じもしておりまして、つい最近、社会

保険病院というのが大淀にありますけれども、

あそこの近くの200室のホテルが閉鎖するという

ような話も聞きましたので、ぜひしっかり取り

組んでいただきたいというふうに思います。

次に、教育問題についてでございます。

筋ジストロフィー患者である大学生の教育支

援についてであります。この方は、３歳ごろに

筋力が低下する筋ジストロフィーに罹患してい

ることがわかりまして、小中学校では通常学級

に在籍し、高校ではサイエンス科に進まれたそ

うです。小学校４年からスクールサポーターの

支援、高校では県単独事業での介助員の支援を

受けることができたと聞いております。その

後、宮崎大学工学部に進学し、大学ではそのよ

うな支援措置がないため、最悪の場合は仕事を

やめてでもと、両親は覚悟しておられたようで

ございます。その話を聞いた特別支援学校の元

教諭らが「大学教育支援の会」を立ち上げて、

メンバー10人程度がローテーションを組んで授

業に同席し、かばんから教科書を取り出した

り、食事や排せつの介助をして、何とか大学生

活を送っておられるということでございます

が、ボランティアの皆さん方も高齢であり、長

く続けていくことは困難ではないかというふう

に言われております。障がい者の教育の機会保

障という点からも支援をすべきではないかと思

いますので、これは福祉保健部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（佐藤健司君） ただいまの大

学生のことは、私も支援の会の方からも直接お

話を聞いたりしております。ただ、現在の障が

い福祉サービスの制度上、保護者の方が病気と

かで一時的に介助あるいは移動支援とか必要な

場合というのはサービスの対象になっているん

ですが、この学生さんの場合、もちろん通年的

に介助なり支援が必要になります。それについ

ては、残念ながら今の制度では対象になってお

りません。

ただ、障がいのある学生さんが障がいを理由

に修学を断念することがないように、社会全体

で何とか支援していくことが大変重要ではない

かというふうに考えております。このため、公

的支援だけでなく、学生ボランティアの活用な

ども組み合わせた支援のあり方につきまして、

現在、県と宮崎市、宮崎大学の３者で、いろい

ろと知恵を絞っている段階でございます。

○鳥飼謙二議員 なかなか制度に乗らないとい

うことで難しいところがあるかと思いますが、

ぜひ御努力をお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、学校事務職員については時間の関係で

今回は省かせていただきまして、次回、徹底し

てやらせていただきたいと思います。

最後に、警察関係についてお尋ねをいたしま

す。

交差点での車と歩行者との事故を減らすた

め、歩車分離方式を警察では進めておられま

す。しかし、運転手が余りなれていないため、

誤って信号無視をして運転する方を時々見か

け、また歩車分離式がある、その隣は歩車分離

方式になっていないというようなことがあっ

て、制度の周知が求められているというふうに
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思います。県内に信号のある交差点は約2,300基

程度と聞いていますけれども、歩車分離方式の

現状と今後の進め方について、警察本部長にお

尋ねします。

○警察本部長（白川靖浩君） 歩車分離式信号

機は、信号表示により歩行者と車両の通行を完

全に分離させることで、交差点における歩行者

の安全を確保しようとするものであります。現

在、県内で46基が設置されております。本信号

機は、本年度も13基を設置する計画でありまし

て、設置箇所につきましては、交通事故や道路

交通環境の実態などを勘案して決定することと

しております。

なお、斜め横断ができるスクランブル方式に

ついてでございますけれども、これは歩行者が

横断するために時間を余分に長目にとる必要が

ありますことから、予想される斜め横断の歩行

者の数や車の交通量を勘案して、設置を検討す

ることとしております。

また、議員から周知につきましてお尋ねでご

ざいますが、そもそも現場の信号機に「歩車分

離式」と表示はされておりますけれども、今後

とも、報道機関等を通じた広報、警察のホーム

ページへの掲載、さらには地区住民への説明な

どの対策を進めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○鳥飼謙二議員 県庁前交差点がスクランブル

方式で、小さい交差点はそうではないんですけ

れども、そうすると、そこは斜め横断はだめで

すよということになっておりまして、使い勝手

が悪いような場合もありますので、工夫をお願

いしたいと思います。

それから、宮崎市小戸之橋かけかえに伴う渋

滞緩和策について、警察本部長にお尋ねいたし

ます。

○警察本部長（白川靖浩君） 小戸之橋のかけ

かえに伴いまして、迂回するための道路といい

ますか、周辺の道路におきまして交通量の増加

が予想されます。それに伴いまして、道路管理

者におかれまして、道路の拡張や７つの交差点

の右折レーン延伸などの改良が行われると承知

しております。

これに伴いまして、警察としましては、信号

機を新たに設置したり、あるいは右折時間の延

伸などの対策を実施することといたしておりま

す。また、渋滞が予想されます昭和町交差点や

城ヶ崎交差点など16の交差点につきましては、

渋滞状況を把握しながら、警察本部の交通管制

センターにおきまして、エリア内信号機を最適

に制御して渋滞対策を実施していくほか、道路

交通情報センターや交通情報板で情報を提供し

てまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 １万4,000台ですから、なかな

か難しいところがあると思いますが、よろしく

お願い申し上げます。

最後になりますけれども、渋滞解消策として

公共交通機関の優先的利用―これは我々のほ

うですけれども―があると思います。そのた

めにはバスのスムーズな運行が必要でして、バ

ス停付近に停止禁止部分を設置することなどが

求められますけれども、基本的な考え方につい

て警察本部長にお尋ねいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 道路標示におけ

る停止禁止部分は、道路交通法第50条第２項に

規定されておりまして、車両が停止禁止部分に

進入することを禁止する、白線で囲んだ道路の

部分でございます。一般的には、消防車等の緊

急自動車やバスターミナルの出入り口付近、さ

らには滞留車両により通行に支障がある交差点

等に設置しております。バス停留所付近に設置
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する場合につきましては、公益性や交通渋滞の

実態等を勘案しまして、路線バスの円滑な運行

を確保するために必要と認められる場合に設置

することといたしております。以上でありま

す。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

以上で私の代表質問を終わります。（拍手）

○福田作弥議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後１時０分開議

○福田作弥議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。今回初め

ての代表質問でございます。知事を初め関係部

長、教育長、警察本部長の皆様の明快な御答弁

をお願い申し上げます。

初めに、防災対策についてであります。

東日本大震災は平成23年３月11日、本日は９

月11日ですから、ちょうど２年６カ月がたちま

した。改めまして、震災で犠牲になられた方々

の御冥福と、被災された方々へ一日も早い復興

をお祈り申し上げます。東日本大震災からの復

興と福島の再生、また東京電力福島第一原子力

発電所事故の収束と汚染水対策、それは今、日

本が向き合っている特別な課題、解決すべき喫

緊の課題でございます。公明党は、早期に復興

の道筋をつけ、原発事故の真の収束を進めるた

め、政府と連携し、全力で取り組んでおりま

す。

一方、この大震災を教訓にして、国、地方行

政、そして国民も一緒になり、防災・減災の強

化に努めていかなくてはなりません。

申し上げるまでもなく、ここ数カ月でも、日

本国中に自然災害の猛威が襲っております。先

日の栃木・千葉・埼玉県などに発生したスーパ

ーセルと呼ばれる積乱雲による竜巻で、屋根が

飛ばされるなど、多くの建物被害と負傷者が出

ました。我が県でも、2006年９月に、延岡・日

向・日南市で同日に竜巻が発生し、特に延岡市

での被害は３名の方がお亡くなりになり、九州

での竜巻による被害としては過去最大級のもの

でありました。列車が横転した映像は記憶に新

しいところでございます。

また、先月は、西日本から北日本にかけて、

梅雨前線と大気の不安定による大雨洪水が発生

し、昨年の７月までさかのぼれば、九州北部の

豪雨水害など、全国各地で記録的な風水害、そ

して記録的な猛暑が続きました。観測史上最高

の何々という表現を連日のように耳にしている

ところでございます。

地震においても、ことしだけで、兵庫県南部

で震度６弱、栃木県北部、北海道十勝中部など

で震度５強、茨城県北部で５弱など、このほか

各地でも強い揺れを観測しております。世界で

発生するマグニチュード６以上の地震の約２割

が日本で起きるとされています。まさに日本は

自然災害列島と言っても過言ではありません。

こうした自然災害の脅威をなくすことはできま

せんが、しかし、被害を未然に防止することや

軽減することは可能であります。政府による南

海トラフ巨大地震の被害想定では、火災や津波

による死者は全国で約32万人、避難者は約950万

人に達するとされ、全壊・焼失戸数は約239万戸

に上る見込みでありますが、知事は、この南海

トラフ巨大地震・津波の被害想定を受けて、県
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として、防災・危機管理に対する取り組みをど

のようにお考えなのか、その所見と意気込みを

お伺いいたします。

以上を壇上からといたしまして、以下は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

南海トラフ巨大地震についてであります。国

が昨年度公表しました南海トラフ巨大地震にお

ける被害想定は、これまでの日向灘地震による

想定などをはるかに上回る、国難とも言うべき

大規模かつ深刻なものでありまして、私自身も

大きな衝撃を受けたところであります。

このため、国、県、市町村などがしっかり連

携を図りながら、短期、中期、長期でできるこ

とをスピード感を持って取り組んでまいりたい

という基本的な考え方のもとに、県におきまし

ては、本県における具体的な被害想定の取りま

とめを急ぐとともに、その上で減災計画の策定

や地域防災計画の見直しを行いまして、ハード

・ソフト両面からの総合的な防災対策を推進す

ることとしております。

そして、まずは、「住民の命を守る」ことを

最優先として、宮崎県大規模災害対策基金を創

設しまして、避難場所、避難路の整備や後方支

援拠点の指定・活用などに努めるほか、住民の

自助・共助を強化するために、防災に関する各

種の啓発事業や防災士を初めとする人材育成な

どのソフト対策にも取り組んでいるところであ

ります。また、宮崎県津波対策推進協議会、こ

れは沿岸の10市・町と形成しておるものでござ

いますが、そういったものや南海トラフ巨大地

震対策九州ブロック協議会などの活動を通し

て、県内はもとより、九州各県や自衛隊などの

防災関係機関との連携も強化していくこととし

ております。

私は、この九州ブロック協議会におきまし

て、幹事県を引き受けたところであります。ま

た、国の中央防災会議のもとに置かれました防

災対策実行会議の委員にも選任され、地域の実

情を踏まえた意見を申し上げておるところであ

りまして、この南海トラフ巨大地震という大き

な課題に対しまして、みずから積極的にこれか

らも取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 知事の強い御決意を伺うこ

とができました。先日も、大規模災害・防災対

策特別委員会で県北と大分県まで調査に行かせ

ていただきましたが、どの地域でも綿密な被害

想定のもと、防災意識の向上を図ることへの取

り組みがなされていました。その中でも、防災

の基本となるのは自助であり、自分自身でみず

からを守る率先避難・逃げるための備えを強調

されております。そこで、「自分の身は自分で

守る」が大原則でありますが、そのため、平常

時から防災意識の普及、意識啓発に県はどのよ

うに取り組んでいるのか、危機管理統括監にお

伺いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 東日本大

震災など過去の大規模災害でも経験してきたと

おり、自衛隊、消防、警察など、公による人命

救助にはどうしても限界があり、その被害を減

らすためには、「自分の身は自分で守る」、い

わゆる自助・共助による減災の取り組みが必要

となると考えておるところでございます。その

ため、まずは、県民一人一人が正しい防災知識

を身につけるとともに、防災意識を高めること

が重要であり、県としましても、防災知識の普

及、防災意識の啓発に努めているところでござ

います。具体的には、「県防災の日フェア」な
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どの防災イベントの開催、または各地域などに

県が出向いて開催する出前防災講座等による防

災知識の普及、また、県の総合防災訓練への住

民の参加、自主防災組織の充実など、実際の活

動を通じた防災意識の啓発、また、学校におけ

る防災教育の強化による子供への普及・啓発な

ど、さまざまな事業に取り組んでいるところで

す。

○重松幸次郎議員 まさに基本である防災への

意識、これは地震・津波だけではなく、風水

害、また火山噴火、ひいては日常の火災、盗

難、交通安全などにも言えることではないかと

思います。

地域や身近な人で助け合う共助についてであ

りますが、災害発生時、誰に助けられたかを調

査したデータがあります。日本火災学会の

「1995年兵庫県南部地震における火災に関する

調査報告書」で、生き埋めや閉じ込められた際

に、自力や家族に助けられたという自助が66.8

％と３分の２を占め、友人や隣人、通行人に助

けられた共助が30.7％、自助と共助を合わせて

９割以上も占めていました。救助隊に助けられ

たという公助は、何とわずか1.7％であります。

いかに自助と共助が大切であるかということで

あります。その共助で頼りにされるのは自主防

災組織であろうと思います。そこで、地域防災

のかなめである自主防災組織の強化について、

災害時要援護者の対応も含めてどのように取り

組んでいるのか、同じく危機管理統括監にお伺

いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 自助、共

助による減災という観点から、地域防災力の向

上、とりわけ自主防災組織の強化に、県といた

しましても重点的に取り組んでいるところでご

ざいます。具体的には、自主防災組織の設立の

促進と活動の活性化のために、モデル地域を設

定し、防災研修や図上訓練の実施などを支援し

ていますほか、自主防災組織や学校、企業な

ど、さまざまな活動主体でリーダーとなる人材

育成のための防災士の養成、また、自主防災組

織結成時の資機材整備を行う市町村への補助と

いった事業を通しまして、活動カバー率の向上

ですとか自主防災活動の活性化を促進している

ところでございます。また、地域における防災

活動の中で大きな課題となっております災害時

要援護者への対応につきましては、今年度、国

において災害対策基本法が改正され、新たな取

組指針も策定されたところであります。今後

は、これらを踏まえながら、市町村が速やかに

避難行動要支援者名簿の作成、または個別計画

の策定等を行うよう、県としましても促してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 実は、私が住んでいる地元

を含む近隣の自治会でも、まだ組織化されてい

ないところがあります。先ほどの取り組み例を

参考にして取り組んでいきたいと思っておりま

す。また、災害時要援護者の名簿作成を市町村

に義務づける「改正災害対策基本法」が成立い

たしました。より地域自治に密着し、日ごろか

ら高齢者、障がい者を支える体制づくりに努め

ていきたいというふうに思っております。

また一方で、私たちは半日以上を職場や交通

機関での移動としておりますので、どこで災害

に直面するのかは予測ができません。企業は、

顧客、従業員、通行人などの生命の安全確保、

そして地域貢献、地域との共生のため、行政、

公共機関も含めて、業務や営業を再開し続けて

いくことが求められますが、企業の防災力を高

めるために、どのような点を重視して取り組み

を行っていくのか、同じく危機管理統括監にお
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尋ねいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 大規模な

災害が発生した場合、経済活動にも多大な影

響、大きな打撃が見込まれることから、企業の

防災力を高める必要も十分承知しているところ

でございます。このため、消防法に基づきます

自衛消防組織の設置が義務づけられた企業を対

象に、県の消防学校において、防災力の向上等

を目的とした教育訓練を従来から実施してきた

ところでございます。これに加えて、先般の大

規模災害を受けまして、それぞれの企業が大規

模な災害に備え、事業の継続や早期復旧ができ

るよう取り決めておく事業継続計画、いわゆる

企業ＢＣＰを策定することが非常に重要である

という認識のもと、県といたしましては、その

策定を推進してきているところでございます。

具体的には、昨年度から、中小企業に専門家を

派遣し、モデルとなるＢＣＰを策定していただ

く事業、またはＢＣＰ策定のための研修会を開

催しているほか、職員による出前講座の実施な

どを行っているところでございます。引き続

き、企業の防災力向上に向けまして、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 業務継続計画（ＢＣＰ）に

よる事業の早期復帰・継続が、ひいては社会の

復興に貢献できますが、逆に企業活動が停止し

ますと、生活基盤である仕事を失い、関連事業

の連鎖が断ち切られ、地域にも大きな打撃を与

えますので、県からも策定支援をよろしくお願

いいたします。

ここまで、自助、共助、公助と伺ってまいり

ましたが、やはり基本は自分の身は自分で守る

危機意識を常に持ち続けること、食料や水の確

保をして、災害発生から３日間は自助で過ごす

心構えが重要であります。ここ最近では、各自

で１週間分を備蓄するように呼びかけられてお

ります。大変気になる数字でありますが、食料

の備蓄について、厚生労働省が発表した2011年

の国民健康・栄養調査では、災害時の非常用の

食料や飲料を備蓄している世帯の割合は、全国

平均は47.4％、全国を10地域に分けた中で東海

地区が65.9％で最も高かったことに対し、九州

は24.6％とかなり低い数字でございました。ま

た、９月１日の防災の日の読売新聞には、宮崎

県での震災発生後の想定避難者数31万人の食料

は0.15日分でありました。１日分にも満たな

い。ちなみに全国平均でも0.77日、このように

自治体の食料備蓄率はまだまだ十分ではなく、

ましてや避難所生活の上では、食事制限のある

高齢者食、病人食、アレルギー食、乳児食など

の備えはできません。また、同日の新聞に、災

害時の食に詳しい奥田和子甲南女子大名誉教授

は、「南海トラフや首都直下型のような巨大災

害では、自治体のできることには限界がある。

食品スーパーなどの流通備蓄にもリスクがある

ため、家庭や企業に備蓄を促す条例を制定する

などして、住民の意識変革を図ることが必要

だ」と述べられております。食料と常備薬の自

己管理への備えが大変必要であるというふうに

思います。

次に、学校における防災教育についてであり

ますが、先日の同じく特別委員会での視察で、

大分県佐伯市の取り組みで地域防災キャンプの

話を伺いました。県内３地域の公民館で、小学

校の生徒さんが、８月に２泊３日で、学校、地

域、また大学生や消防署員とも一緒になり合

宿、プログラムは、ＤＶＤ学習、グループ協

議、そして運営所の役割分担、食事の準備から

夜間避難訓練など、まさに防災体験キャンプ

だったようであります。これは国の支援モデル
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事業でしたので、どこでもは開催できないと思

います。そこで、県内の学校における防災教育

の現状について、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） いつ、どこで災害に

直面しても、状況に応じて適切な判断と行動を

し、まず、何より自分の命をみずから守り抜く

児童生徒を育成することが大切であると考えて

おります。そのため、各学校におきましては、

県教育委員会が独自に作成いたしました視覚に

訴えるＤＶＤ教材なども使いながら、自然災害

の発生の仕組みや危険から身を守るための方法

などについて、計画的な指導に努めておりま

す。とりわけ避難訓練につきましては、登校

時、下校時、昼休み、いわゆる教室にいないと

きなども想定した取り組み、それから家庭・地

域と連携した取り組みなど、実践的な訓練に取

り組んでいるところでございます。地震や台風

などは、発生こそ防ぐことはできません。しか

しながら、各学校で防災教育に取り組むことに

より、多くのとうとい命を守ることができると

確信しております。各学校の防災教育が確実に

未来の宮崎の防災につながるという思いで、今

後とも、防災教育の充実に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。先

日、各学校の先生方が防災講座に参加され、図

上訓練などを行っているテレビ番組を見ており

ました。生徒も先生も、平常時から防災教育が

大事ですし、また、学校の設備自体も大変大事

でございます。ソフト・ハード面、両方で整備

の充実をお願いしたいと思います。

減災対策（逃げる）には、避難するための表

示板や防災行政無線の整備とあわせて、テレ

ビ、ラジオ、携帯メールなどの情報提供システ

ムが重要であります。これまでも気象庁が総本

部となり、専用回線やＪアラートなどを通し

て、さまざまな緊急速報、注意報などの情報を

伝えております。そのほかにも、情報発信者

（地方公共団体）と情報伝達者（放送事業者な

ど）が個別にシステムをつくり、情報を発信し

てまいりましたが、一方向の報告にとどまるこ

とが多く、双方間の情報共有と時間の短縮が求

められておりました。現在、総務省が推進する

「安心・安全公共コモンズ」という新しいシス

テムを全国12府県で実証運用を開始されたよう

です。九州では大分県のみ運用が開始され、先

日の特別委員会の視察でもその説明を伺いまし

た。大分県では、このように災害時の避難勧告

等の住民への情報伝達手段として公共コモンズ

を利用しておりますが、県は導入を考えている

のか、危機管理統括監にお伺いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 「公共情

報コモンズ」は、地方公共団体からの避難勧告

等の情報が、テレビ、ラジオなどのさまざまな

メディアを通じまして、地域住民に迅速かつ効

率的に配信されるシステムでございまして、今

御紹介いただきましたように、総務省が地方公

共団体に対して導入を推奨しているものでござ

います。県といたしましては、今年度予算でお

願いしました「災害対策支援情報システム整備

工事」の中で、公共情報コモンズを導入し運営

することとしておりまして、市町村と連携しな

がら、災害時の避難勧告・指示など地域の安全

・安心に関するきめ細やかな情報を、メディア

を通じまして、地域住民にいち早く提供するシ

ステムを構築してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 システムのイメージ等はフ

ロー図を見ないとわからないと思いますけれど

も、さまざまな地元メディアとの連携強化、ま
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たそれらを補完するために、ぜひとも取り組ん

でいただきたいというふうに思います。

続いて、建築耐震化についてお尋ねいたしま

す。阪神・淡路大震災では、住宅・建築物の倒

壊による大きな被害が見られ、特に新耐震基準

が導入された昭和56年以前に建築されたものに

大きな被害が発生しました。津波が来る以前

に、できるだけ住宅の倒壊を防ぎ、屋内家具の

転倒防止を呼びかけたいものであります。そこ

で、住宅の耐震化の現状と今後の県の取り組み

について、県土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 本県の住宅

の耐震化率は、平成20年時点で72％となってお

りまして、平成18年度に策定しました「宮崎県

建築物耐震改修促進計画」におきまして、平

成27年度末での90％を目標としているところで

あります。住宅のうち、昭和56年以前に着工さ

れた木造住宅の耐震化につきましては、平成17

年度から実施しております耐震診断の補助事業

に加え、平成24年度からは、耐震改修の補助事

業を実施し、さらに、今年度から、倒壊する危

険性が高い住宅につきましては、耐震改修の補

助率を３分の１から２分の１に引き上げるな

ど、制度の拡充を図ったところです。今後と

も、市町村や関係団体と一体となって、住宅の

所有者や事業者等に対しまして、耐震化の必要

性や補助事業のさらなる周知に努めまして、住

宅の耐震化を促進してまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 次に、「建築物の耐震改修

の促進に関する法律の一部を改正する法律」が

公布されましたが、ホテル、店舗、劇場等の多

数の方々が利用する建築物の耐震化の現状につ

いて伺います。また、民間の大規模建築物の耐

震診断については、県としてどのように取り組

んでおられるのか、県土整備部長にお尋ねいた

します。

○県土整備部長（大田原宣治君） 多数の方々

が利用する建築物の耐震化につきましては、

「宮崎県建築物耐震改修促進計画」において、

延べ床面積が1,000平方メートル以上のものにつ

きまして、耐震化を促進することとしており、

平成24年度末で耐震化率は、公共建築物が92.3

％、民間建築物が89.2％、全体で90.7％となっ

ております。また、ことし５月に「建築物の耐

震改修の促進に関する法律」が改正されまし

て、5,000平方メートル以上の大規模建築物につ

きましては、地震によって倒壊した場合に、多

くの利用者や地域住民の生命・身体に多大な危

害を及ぼすおそれがありますことから、平成27

年末までに耐震診断を終了することが明示され

たところであります。このため、国におきまし

ては、病院や店舗、ホテルなどの民間の大規模

建築物につきまして、耐震診断を促進する必要

がありますことから、補助率を最大２分の１に

引き上げたところです。県としましては、民間

の大規模建築物の耐震診断を促進することは大

変重要であると認識しておりますが、公平性や

財政面など、さまざまな課題もありますので、

市町村とも十分協議を行いながら、今後、支援

のあり方について検討してまいりたいと考えて

おります。

○重松幸次郎議員 耐震診断に加え、耐震改修

工事におきましても、国からの追加補助が支援

されると伺いました。ぜひとも御検討のほどお

願いいたします。

我が国の高齢化は人間社会だけでなく、社会

資本（インフラ）も高齢化時代に入ったと、公

明党の太田国土交通大臣も言われて、ことしを

メンテナンス元年と打ち出されております。公
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共・民間の建築物だけではなく、道路、橋梁、

港湾など、命を守る公共工事を、県と国が連携

して、防災・減災対策をさらに進めていただき

たいと要望いたします。

特別委員会でも、南海トラフ巨大地震だけで

なく、火山、台風、竜巻、豪雨土砂災害など、

多岐詳細に調査が続いておりますが、大事なこ

とは、3・11の記憶を風化させず、常に災害への

危機意識を持ち続けながら、継続して防災対策

の議論を続けてまいりたいと思います。

続きまして、高速道路対策についてでありま

す。

いよいよ本年度中に東九州自動車道の日向―

都農間が供用開始となります。県民の悲願であ

りました、県北・延岡から宮崎を通り、都城と

小林、えびのまでが、ようやく高速道路でつな

がるわけでございます。何としてでも、残りの

北浦―須美江間、そして昨日、自民党の宮原議

員が質問された清武南から以南の整備と、九州

中央自動車道の早期完成を目指して、関係者が

一丸となり働きかけていかなくてはならないと

思いますが、いま一度、知事に、東九州自動車

道並びに九州中央自動車道の早期完成に向け

て、その思いを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 東九州自動車道及び九

州中央自動車道の整備は、まさに県民の悲願で

あります。人や物の交流を促進しまして、企業

誘致や産業振興、観光交流などに、幅広い重要

な役割を果たしますとともに、地域格差の是正

や地方の活性化・自立を初め、九州の東西格差

の解消とその一体的浮揚に寄与する大変重要な

路線であります。今後想定される南海トラフ巨

大地震等の災害時への備えとなる「命の道」と

してもまた期待をされております。さら

に、2020年東京オリンピックでは、海外からの

観光客も多く予想されるところであります。そ

の効果を最大限享受するという意味からも、こ

の整備が急がれるわけでありまして、安全で安

心して、心豊かに暮らせる社会を目指す上で

も、その整備は、県政の最重要課題であると考

えております。

おかげさまで、これまでの県民を挙げた取り

組みによりまして、本年度、東九州自動車道が

宮崎市から延岡市までつながり、27年度には、

北九州市までつながることで、九州における循

環型の高速道路ネットワークが一部完成の見込

みとなっております。もちろん、残る日南、串

間を初めとしたミッシングリンク、その整備は

急がれるわけでございまして、全部がつながっ

てこそ、高速道路は初めてその真価が最大限に

発揮されるという考え方のもとに、残された

ミッシングリンクの早期解消に向けて、これか

らも、私が先頭に立って、両路線の早期完成

を、議会の皆様を初め県民の皆様と一体となっ

て、国に対し、これまで以上に強く訴えてまい

りたいと考えておるところでございます。先週

も国交省で要望してまいりましたし、19日に

は、また串間で大会も予定されております。い

ろんな機会を通じて、さらに声を強く上げてい

くこと、これからも取り組んでまいりたいと考

えております。

○重松幸次郎議員 知事の決意はよくわかりま

した。私たちも団結して取り組んでいきます。

まずは日向―都農間の供用開始まで半年とな

りましたが、今後の県内物流の発展と企業誘

致、そして観光・商業の振興に大きく寄与する

ものと期待しております。開通式前後は大々的

にアピールして盛り上げていただきたいという

ふうに思いますが、東九州自動車道日向―都農

間の開通に当たり、開通記念イベントや県内外
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向けのＰＲの取り組みについて、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 県といたし

ましては、これまで高速道路の開通に合わせ

て、地元自治体や民間団体等が開催します開通

記念イベントの支援や、開通区間のＰＲ活動を

実施してきたところでございます。今回の日向

―都農間の開通におきましては、日向市内に

て、グルメフェアや高速道路を歩くウオーキン

グなどの開通記念イベントのほか、発掘調査で

出土しました文化財をテーマとして記念講演会

などを開催することとしております。また、県

内外へのＰＲとしましては、県内はもとより、

九州各地で開催されるイベント等におきまし

て、高速道路関係のパネル展示や、開通ＰＲチ

ラシの配布を行うとともに、随時、新聞やテレ

ビでの情報発信も行っていきたいと考えており

ます。今回の日向―都農間の開通は、延岡市と

宮崎市が高速道路でつながる記念すべき開通と

なりますので、開通ＰＲにつきましては、商工

観光労働部を初めとします庁内各部や各種団体

等と広く連携を図りながら展開してまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 できる限りにぎわいを創出

していただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。イベントやＰＲ活動に

加えて、開通記念グッズや開通記念割引などが

できないか、執行部とお話をいたしました。そ

うしたら、昨年12月に開通した都農―高鍋間で

は、期間限定の早期割引があったと聞きまし

た。そのときのＮＥＸＣＯ西日本の資料には、

「この開通にあたり、当該開通区間が皆様のご

協力のもと、当初計画より早期に開通が可能と

なったことから、沿道の方々への感謝と、より

一層の高速道路をご利用していただくため、

「早期開通割引」を期間限定で実施します」と

あり、具体的には、平成24年12月22日から平

成25年３月31日まで、終日おおむね半額とし

て、さらにＥＴＣ時間帯割引も重複適用すると

なっておりました。今回の日向―都農間も当初

の計画よりも前倒しして開通することになりま

したので、同じく早期開通割引―できれば無

料―を適用していただくように、ぜひとも働

きかけていただきたい。そして、にぎやかで、

また晴れやかに開通式を迎えられるように期待

をいたしております。よろしくお願いいたしま

す。

次に、建設工事における指名競争入札の試行

についてであります。平成18年の官製談合事件

を契機に中止されていました指名競争入札が、

ようやく試行されることになりました。これま

でではなく、これからの入札制度を学びなが

ら、取り組みを確認させていただきたいと思い

ます。今回の試行について、「目的」を県のホ

ームページでは、「災害対応力の強化の観点か

ら、地域の建設業者の育成を図り、透明かつ効

率的・合理的な競争環境のあり方についての検

討」とうたわれていました。基本的なことを２

点お伺いいたしますが、まず、平成25年度７月

からの建設工事における指名競争入札の試行状

況について、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 建設工事に

おける指名競争入札につきましては、予定価

格3,000万円未満の土木一式工事の一部を対象

に、７月から試行しているところでありまし

て、昨日までに公共三部で38件の指名通知を行

いまして、24件について落札者を決定したとこ

ろであり、平均落札率は、条件付一般競争入札

とほぼ同じ水準となっております。試行の実施

に当たりましては、関係団体等と十分な意見交
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換を行いますとともに、研修会等を通じて、建

設業者に周知を図ったところでありまして、こ

れまで大きな混乱もなく推移しております。な

お、今回の試行につきましては、今後、舗装工

事、のり面工事など、対象工事を順次拡大し、

年度内に200件程度の実施を見込んでいるところ

であります。

○重松幸次郎議員 平均落札率は、条件付一般

競争入札とほぼ同じ水準となっており、特に大

きな混乱もないということであります。

では、続いて、指名業者をどのような基準で

選んでいるのか、再度、県土整備部長にお尋ね

いたします。

○県土整備部長（大田原宣治君） 土木一式工

事における指名業者の選定につきましては、

「災害対応力の強化」の観点から、地域の建設

業者の育成を図ることを目的としまして、14の

評価項目を設定したところであります。具体的

には、「会社と現場までの距離」を初め、品質

管理のための「工事成績」や「施工実績」、迅

速な災害対応に有効な「防災協定の加入」な

ど、客観的データを用いまして、評価項目の合

計点が高い順に指名業者を選び、公正性・客観

性を確保することとしております。

○重松幸次郎議員 今後の進め方においては、

試行状況等を踏まえて検証し、県議会・常任委

員会、入札・契約監視委員会の審議を経て、年

度内に決定・公表する予定だとホームページに

ございました。宮崎だけでなく、全国でも建設

業の発注工事は激減し、業者数と技術者がいな

くなり、深刻な状況であることは何度も言われ

ております。今後、各種団体から入札要件改革

の要望等が出されるものと思われますが、試行

の目的どおりに入札環境を整えて取り組んでい

ただきたいと思います。

また一方で、業務委託である清掃業の入札要

件についてお伺いしたいと思います。ことしの

７月初めに、全九州ビルメンテナンス協会の総

会が宮崎で行われ、その際に、会長や役員の方

に伺った話でございますが、入札要件の評価基

準にインスペクターの導入を提案されました。

正直、私も初めて聞く言葉でしたが、インスペ

クターとは、和訳すれば検査官や監視員という

ことになります。ビルメンテナンス協会では、

建築物清掃管理評価資格者という協会認定の、

かなりハードルの高い資格の検査員のことであ

ります。この制度は、建築物管理評価資格者、

つまりインスペクターを置き、そのインスペク

ターが業務（清掃）の品質を高めるために、作

業の結果を点検し、その点検結果を業務改善に

生かすとともに、必要に応じて建築物所有者な

ど発注者の皆様へ改善提案する、つまりプラ

ン、ドゥー、チェック、そして改善（アクショ

ン）のサイクルで報告する、その能力を備えた

人を採用する制度であります。

この制度を九州では熊本県が、また広島県や

岐阜県でも一部入札要件の中に採用されており

ました。これから全国で広がり始めるというこ

とであります。私も早速、岐阜県庁と東京渋谷

区の日本赤十字社医療センターに行ってお話を

伺ってまいりましたが、中でも日赤医療センタ

ーでは、「厳しくチェックされた作業品質、組

織品質を評価し改善された報告により、品質評

価の見える化と業者責任者との信頼関係が実感

できるようになりました」と、高く評価されて

いました。

このような管理評価の資格者制度は、他の業

務委託などにも今後大変有効だと思われますの

で、まずは、県庁舎の清掃業務委託について、

インスペクター制度を導入することを入札条件
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に加えてはどうか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 県庁舎の清掃業務

委託につきましては、現在、「建築物における

衛生的環境の確保に関する法律」に基づく知事

登録業者であること等を入札参加資格要件とい

たしまして、委託後は、清掃業務の品質確保の

ため、作業日誌や毎月の実績報告書による内容

検査を行っているところでございます。御質問

のインスペクター制度と言われております「建

築物清掃管理評価資格者制度」は、清掃業務の

品質を高めるために、清掃作業の結果を業者が

みずから評価し、業務改善するための民間の資

格者認定制度と伺っております。この制度の導

入を入札参加資格要件に加えるかどうかという

ことにつきましては、入札参加業者への影響も

大きいと考えられますので、まずは入札制度の

適正な運用や品質の確保を図る観点から、今

後、同制度の導入状況や国・他県の動向等を注

視してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 御検討のほどよろしくお願

いいたします。

次に、商工観光行政についてお尋ねいたしま

す。

これは１年くらい前の話ですが、ある日曜日

に、県立美術館に催し展を見学に行く途中、

ジョギングスタイルのある男性に声をかけられ

ました。スポーツキャップにサングラス、イヤ

ホンをつけて、その場駆け足の人が誰なのかわ

からず、「ええと……」という間にサングラス

をすっと外したのは河野知事でございました。

「じぇじぇ」とは言いませんでしたけれども、

一言二言会話をしましたら、また颯爽と走り

去っていきました。本格的な上下コンプレッ

ションウエアが大変印象的で、ああやって日ご

ろからスポーツに汗を流しているんだなという

ふうに感心いたしました。知事はこれまで、

サッカー、トライアスロン、自転車など、いろ

いろなスポーツにチャレンジされております

が、宮崎の体験型観光について、宮崎の魅力も

含めて、知事の所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私もスポーツが大好き

なもので、宮崎のそういう魅力をみずから体験

し、発信することができればということで、い

ろいろ取り組んできております。波旅宮崎をＰ

Ｒするためにサーフィンを体験したり、えびの

でスケートにも挑戦したりいたしました。ま

た、青島太平洋マラソンやシーガイアトライア

スロン大会への参加ということもございます。

最近では、清山県議にお声がけをいただきまし

て、綾町の広沢ダム湖を活用しての水上スキー

も初めて体験いたしました。これがなかなか難

しいものです。また、古事記ゆかりの青島の裸

まいりや高千穂建国まつりなどにも参加させて

いただいたところであります。このような体験

をするたびに、海、川、山、どれをとってもす

ばらしい本県の豊かな自然や温暖な気候、整備

されたスポーツ施設など、本県には多様な魅力

があるんだなということを実感しました。特に

水上スキーなどは、県外から大学が合宿にも来

ておるところでありまして、どれだけそういう

ものが県内にあるということを県民の皆さんは

知っておられるだろうかと、まだまだそういう

魅力ある資源がたくさんあるんだなということ

を、まさに感じたところであります。私もまだ

五ヶ瀬でのスキー、スノーボードとか体験して

おりませんし、スキューバダイビングとかシー

カヤックとか、いろいろやってみたいことはた

くさんございます。可能な限りみずから体験し

ながら、そういう本県の魅力の発信に私なりに
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取り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 本当に知事みずからそうい

うふうに情報を発信していただき、また、「ス

ポーツランドみやざき」をみんなで応援してま

いりたいというふうに思っております。

先日、九州・沖縄創造未来会議に代表で参加

させていただきました。大きなテーマは２つ、

１つはＴＰＰ交渉参加の経過報告、２つ目は九

州観光の取り組みについてでありましたが、観

光では、「九州はひとつ」というコンセプトの

もとに、いかに「九州」というブランドを海外

にアピールするかを、その現状と課題について

の説明がありました。そこでの例として、韓国

済州島―これは韓国語ではジェジュドと言わ

れますけれども―から始まった「済州オル

レ」という人気のトレッキングコースを、「九

州オルレ」として韓国や日本国内に紹介してい

ることを聞きました。今、韓国からの入客もふ

えてきております。宮崎でも、えびの高原を中

心にトレッキングの人気がありますが、この体

験型観光を今後どのように推進していくのか

を、商工観光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 本県で

は、宮崎の自然や田舎等を「ゆっくり、じっく

り」味わう体験・滞在型観光を、「ゆっ旅」の

名称で展開しており、今年度は、オルレ高千穂

コースのウオーキングを組み込んだ旅行企画な

どに対する支援を行うこととしております。県

といたしましては、今後とも、体験型観光の旅

行商品化を一層推進しますとともに、地域の受

け入れ体制や体験メニュー等のさらなる磨き上

げを行い、本県観光の新たな魅力の創出につな

げていきたいと考えております。

○重松幸次郎議員 もう少し詳しく皆様にオル

レの内容をお伝えしようとインターネットを見

ていましたら、宮崎県のホームページに掲載さ

れておりました国際交流員の韓国出身チョ・ヘ

ミンさんの「交流レポート13」が目にとまりま

した。全てを言い尽くしていただいておりまし

たので、少し引用させていただきます。

「九州の中の韓国「九州オルレ」を知ってい

ますか？」というタイトルで、

美しい自然環境に恵まれ、人気のある国内

観光地だった済州島は2007年から「済州オル

レ」というトレッキングコースの誕生と共に

再び注目を浴びています。

年間200万人が訪れる「済州オルレ」。

「オルレ」とは、済州島の方言で「通りから

家の門に通じる狭い路地」という意味を持っ

ています。各コースは15㎞くらいで、約５～

６時間かかります。今年中に21番目のコース

が開通する予定で、歩いて済州島を一周する

ことができるようになります。(中略)

そのオルレに関してつい最近聞こえてきた

のが、「九州オルレ」に関することでした。

既存の済州島旅行に生態観光、治癒観光、ス

ローの美学という新たな概念を取り入れ、ブ

ームになった済州オルレを九州が導入したの

です。(中略)

宮崎には美しい海と山々があります。いろ

んなトレッキングコースもあるし、何よりも

冬にもトレッキングを楽しめるという魅力も

あります。宮崎にも九州オルレができると思

いますが、どこよりもきれいで魅力のあふれ

るコースになるでしょう。(中略)

有名なサンティアゴ巡礼路や済州オルレを

はじめ、全世界的に「歩く旅行」、「道」と

「自然」をそのまま楽しむ旅行が注目を浴び

ている今、近くにある九州オルレをあるいて

みませんか。」
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少し長くなりましたが、このようにありまし

た。チョ・ヘミンさん、本当にありがとうござ

います。

県においては、九州観光機構と一緒になっ

て、自信を持ってウオーキングコースをつくり

上げていただきたいと要望いたします。

前回の一般質問に続いて、再度、今度はバリ

アフリー観光についてお尋ねいたします。今回

質問するに当たり、ネットをまた調べておりま

したら、県のホームページにも「バリアフリー

情報マップ」があり、県内各地エリアごとの観

光ポイントを詳しく紹介されていました。その

上で、我が党の機関紙から、バリアフリー観光

に関する記事を御紹介いたします。

障がい者や高齢者の中には「観光やレジャ

ーを楽しみたい」「温泉に入り、おいしい料

理を食べたい」と思いながらも、旅先にどん

な“バリア（障壁）”があるか不安で、旅行

に二の足を踏む人は少なくない。そんな中、

観光地や宿泊施設のバリアフリー情報を積極

的に調査・発信し、体の不自由な人々の「バ

リアフリー観光」をサポートする、地域を挙

げた取り組みが各地で広がっています。

（その１例として）ＮＰＯ法人「伊勢志摩

バリアフリーツアーセンター」です。同セン

ターの特徴は、それぞれの旅行者個人に合わ

せた旅の提案をする「パーソナルバリアフリ

ー基準」というシステムで、お客様が“行け

る所”ではなく“行きたい所”をモットーに

駐在スタッフ３人が奮闘し、旅行希望者の体

の状態や、車いすの種類や同伴者の有無など

細かく聞き情報を提供。要望に応じて入浴介

助するヘルパー派遣の仲介や宿泊の手配をす

る。手数料は無料だ。

こうした伊勢志摩と同様の取り組みが全国

各地で広がっている。2011年にはバリアフリ

ー観光を全国的に統一規格で提供することを

めざして「日本バリアフリー観光推進機構」

が誕生。今年は石川県で相談センターが活動

を開始するなど、全国17地域に拡大した

とありました。一歩進んだ取り組みだと思いま

した。そこで、高齢者や障がい者に配慮したバ

リアフリーの観光地づくりを進めることが必要

だと思いますが、商工観光労働部長の御所見を

お伺いします。

○商工観光労働部長（茂 雄二君） 高齢者や

障がい者を含む全ての方々が安心して観光を楽

しむことができる環境の整備は、観光地づくり

の面におきましても、非常に重要な視点である

とともに、新たな観光需要の掘り起こしにもつ

ながるものと考えております。県では、インタ

ーネット上に、障がい者用駐車場、障がい者用

トイレなどの各種バリアフリー情報を掲載した

「みやざきバリアフリー情報マップ」を開設

し、この中で、車椅子で行ける観光地の情報な

ども掲載しております。商工観光労働部といた

しましては、関係部局や市町村などと連携を図

りながら、地域におけるバリアフリーの観光地

づくりや情報発信などに取り組んでまいります

とともに、先進的な取り組み事例の把握とその

推進にも努めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 地元の障がい者やまちづく

りに熱心な「市民」と観光事業者の「企業」、

行政の観光・福祉担当部署が協働して取り組み

を進めていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

次に、商工政策から少し離れるかもしれませ

んけれども、８月６日付の宮崎日日新聞に、

「宮崎県とイオン株式会社との包括提携協定締

結」の記事がございました。締結内容の文章に
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は７項目にわたり本協定の概要がございました

が、本県とイオン株式会社の包括提携協定につ

いて、その目的、内容、効果は何なのか、総合

政策部長にお尋ねいたします。

○総合政策部長（土持正弘君） 御指摘の包括

協定でございますけれども、本県とイオンのそ

れぞれが有する資源を有効に活用しつつ、相互

に緊密に連携することを通じまして、本県の地

域活性化と県民サービスの向上を図ることを目

的としているものでございます。また、連携内

容といたしましては、地産地消の推進や観光情

報の発信、地域防災や環境対策など、全７分野

となっております。今後は、これまでも取り組

んでまいりました県内外のイオン店舗での県産

品の販売促進やＰＲ等に加えまして、イオンが

持つ国内外の店舗網・ネットワークを生かした

効果的な県政情報の発信や大規模災害時の物資

供給、さらには、記紀編さん1300年記念事業へ

の協力や、県内イオン店舗での電気自動車充電

器の設置など、多様な分野における連携が期待

できるものと考えているところでございます。

○重松幸次郎議員 本県は43番目。全国約50の

都道府県や市町で、ある項目を除けば同様の内

容で締結されております。そのある項目とは、

ＩＣカード活用に関すること、つまり電子マネ

ーＷＡＯＮカードの利用方法についてでありま

す。私も商店街の代表の方とお話ししてまいり

ましたが、地元商店街連合会から反対意見が

あったと伺っております。その内容についての

質疑は本会議ではいたしませんが、県は商店街

連合会の意見を尊重し、結果的に締結項目から

除外されました。私も県の判断は英断だったと

思います。ですけれども、そのほかの７項目に

ついては、数値目標は入らないとしても、おお

むね理解はできますが、ただ、県との連携協定

という、いわば交渉条約とも言うべき締結を前

に、担当部局は議会に、または常任委員会に、

もしくは委員会メンバーに事前に内容を知らせ

ることはできなかったのか疑問に思いました。

これまでも県は大手コンビニエンスストアチェ

ーン数社と連携協定を結んでおられますが、県

と企業がこのような連携協定を結ぶ際の目的や

効果、周知などをうたったガイドラインがない

ものか。そこで確認でございますが、本県が企

業団体と連携協定を締結する際のガイドライン

を設けているのか、総合政策部長にお伺いいた

します。

○総合政策部長（土持正弘君） 民間企業との

包括的な協定につきましては、本県はこれま

で、イオンのほかコンビニエンスストア３社及

び西日本高速道路株式会社とも包括協定を結ん

でいるところでございます。御指摘の包括協定

を締結する際のガイドラインや判断基準等は特

に明文化しているわけではございませんが、協

定締結の申し出がありました企業等の提案を十

分に精査いたしまして、公益性が高く、本県の

地域活性化や県民サービスの向上に十分に資す

るものであると判断できれば、締結を行ってい

るところでございます。

○重松幸次郎議員 本県の活性化、県民サービ

スの向上を目指す上では、企業の社会的責任

（ＣＳＲ）を活用することは重要であると思い

ます。できましたら、この論点を委員会等に示

して進まれるように要望いたします。

次に、発達障がい児への支援についてであり

ます。

先月開催された、我が党恒例の夏季議員研修

会でのテーマの一つに、社会保障制度改革国民

会議の報告概要の説明があり、その中での少子

化対策、子ども・子育て支援制度についてさら
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に詳しく知りたいと思い、後日、市内の幼稚園

の園長と懇談をいたしました。園長は、「今後

は子ども・子育て関連３法により、認定こども

園の拡充を含め、支援制度が変わっていきます

が、大切なことは、子供たちへの支援は、日本

社会の未来につながるもの。社会保障や日本経

済の成長を支える大切な人づくりです」と話さ

れて、発達初期の環境整備と質の高い学校教育

の必要性を熱く語っていただきました。特に、

発達障がい児に関する相談がふえる中、社会的

な認識や家族の中でも理解が十分に進んでいな

いことを危惧されておりました。発達障がいの

特性は、生後すぐにはわからないのですが、２

～３歳ごろから見られるようになります。でき

るだけ早く特性に気づいてあげることが大事だ

と言われましたが、未就学の発達障がい児が円

滑に社会生活を送るために、早期発見・早期療

育が重要だと思いますが、３歳時健診等により

障がいがあるのではないかと疑われる子供たち

に対してどのように支援しているのか、福祉保

健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） お話がござい

ましたように、発達障がいに関する相談という

のは近年ふえております。その発達障がいに関

しましては、３歳時健診などにより早期発見に

努めておりますが、それらの健診において、障

がいが疑われる未就学児への支援につきまして

は、市町村の保健師による継続的なフォロー

アップのほか、障がい児の通園事業を行う児童

発達支援センター等において、言葉の訓練や日

常生活における基本的な動作の指導、集団生活

への適応訓練や療育相談などを行っておりま

す。また、児童相談所においても、発達状況の

検査や療育手帳の取得を含めた療育相談を実施

しているところでございます。

○重松幸次郎議員 平成17年４月に施行された

「発達障害者支援法」で、発達障がいがどのよ

うなものであるかが明確に定義され、先ほどの

早期発見と支援のための施策や発達障害者支援

センター等の取り組みなどがうたわれておりま

す。特性を持つ子供を支援するさまざまな公的

サービスや機関を積極的に利用することができ

るように、県としても、未就学の発達障がいが

疑われる児童に対して、療育体制をさらに充実

していくつもりはないか、もう一度、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（佐藤健司君） 先ほども申し

上げましたが、年々増加傾向にあります発達障

がいに関する相談や支援ニーズに対応するため

には、より身近な市町村や、子供たちが通所す

る保育所、幼稚園において、発達障がい児等と

保護者が、早期に相談あるいは療育支援を受け

ることができる体制づくりが大変重要であると

考えております。そのため、市町村の保健師あ

るいは保育所等の職員を対象とした、発達障が

い児等へのかかわり方、あるいは必要な支援方

法の理解促進のためのいわゆるスキルをアップ

させる、そういった観点からの研修事業を、今

９月定例会におきまして、補正予算としても提

案させていただいております。この事業により

まして、未就学児に対する療育体制の一層の充

実に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○重松幸次郎議員 今後とも、市町村と連携し

て、療育体制の充実を図っていってください。

特性のある子供を抱えている親は、ストレス

を抱えていても、なかなか周囲に理解してもら

えないことがあります。ある月刊誌の中に、

「発達障がい児を持つ保護者に孤独感を覚えさ

せない支援体制が大切だ」とありました。「例
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えば、子供にどう接すればよいか具体的にわか

りやすく指導する「ペアレントトレーニング

（保護者への訓練）」や「ペアレントメンター

（保護者による支援者）」の養成の広がりを推

進。つまり、同じような体験をしてきた保護者

が、障がいのある子供を持った保護者らの相談

に乗ることは、当事者だから悩みや苦しみが理

解できる。相談支援の幅を広げるためにも大切

であるし、幼少期を安定的に過ごすことができ

れば、青少年期の混乱のリスクを減らし、学校

や社会でもうまく過ごすことができるであろ

う。だからこそ、個別のニーズに即した教育や

福祉が連携したアプローチが何よりも大切」と

述べられておりました。

また、同じく月刊誌の中に、徳島県立みなと

高等学園の紹介記事がありました。この学校

は、発達障がいのある生徒を対象として、社会

的・職業的自立に向けた教育を行う特別支援学

校で、平成24年４月に開校し、高等部のみを設

置し、商業ビジネス科、情報デザイン科、生産

サービス科、流通システム科の４学科を開設し

ています。授業内容は、一般的な学科とは別

に、社会人として働く実務教育に力を入れてお

られるということでございました。これは他県

の紹介でございましたが、そこで、県立高校に

おける発達障がいのある生徒への対応につい

て、教育長にお伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 発達障がいのある生

徒へ適切な対応を行うためには、何より指導に

当たる教職員が障がいに対する理解を深め、組

織的かつ継続的に取り組んでいくことが重要で

あると考えております。そのため、職員研修の

充実とともに、平成20年度から、全ての県立高

等学校において、特別支援教育コーディネータ

ーが中心となり、生徒の支援や保護者からの相

談等に対応するなど、校内支援体制を整備して

きたところでございます。また、支援を丁寧に

行いたいという思いから、平成23年３月には、

生徒の困難さに応じた具体的な支援等をまとめ

たガイドブックを県で独自に作成いたしまし

て、全職員に配付し活用させるとともに、研修

会等でも利用しているところでございます。さ

らに、中学校との連携に努め、それぞれの生徒

への指導の連続性を大切にする取り組みを進め

ております。発達障がいのある生徒が持てる力

を十分に発揮できるよう、今後とも、一人一人

の特性に応じた具体的な指導や支援の充実に向

けた取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。幼

児から小中高の連携をよろしくお願いいたしま

す。発達障がい児も含め、また全ての障がい者

とともに生きる社会づくりへ、福祉・教育・地

域が連携していただけるよう、さらなる支援を

お願いいたします。

続きまして、教育長に、がん教育についてお

尋ねいたします。国民の２人に１人がかかるが

んについて、子供のころからのがん教育の重要

性が指摘されています。平成24年３月制定の宮

崎県がん対策推進条例の第11条に、「がんに関

する教育の推進」がありますが、この宮崎県が

ん対策推進条例を受けて、県教育委員会ではど

のような取り組みを行っているのか、お伺いい

たします。

○教育長（飛田 洋君） 小・中・高等学校に

おきましては、これまでもそれぞれの発達段階

に応じて、保健学習の時間に、がんの基礎知

識、さらには、食生活や生活習慣の乱れが病気

を引き起こす原因になっていることを理解させ

る学習を行ってきております。また、健康を将
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来にわたり維持管理できる実践力が身につくよ

う、道徳や学級活動の時間でも、より具体的に

指導を行っております。県教育委員会では、宮

崎県がん対策推進条例の制定を受け、校長会や

保健体育の担当者会等において、「がんに関す

る教育」の重要性について、一層の啓発を行っ

ているところであります。また、公益財団法人

日本対がん協会が検診の大切さなどをわかりや

すく解説いただいた、がん教育用のＤＶＤがあ

るんですが、これは実はアニメ仕立てになって

おりまして、子供たちの興味を引くような構成

になっております。この資料を全ての公立中学

校に紹介し、活用を促しているところでござい

ます。今後とも、「がんに関する教育」のさら

なる充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 文部科学省「がん教育に関

する検討委員会」のメンバーである東京大学中

川恵一准教授が我が党の新聞インタビューで、

「中学校でがんを教える「生きるの教室」を行

いましたが、生徒の認識が変わりました。知識

も当然残るし印象が深いので、「お父さんにた

ばこをやめるようにお願いする」とか「両親に

がん検診に行くように勧める」と言います。そ

れは知識として非常に重要ですけど、そのこと

を親に伝える逆教育を狙っております。がん検

診の受診率を上げる非常に有効な方法だと考え

ています」とありました。参考までに、乳がん

の検診率は、アメリカで72.5％、イギリス

で70.5％が日本では23.8％、子宮頸がん検診受

診率も、アメリカ、イギリスに比べ日本は半分

以下であります。がんを知ることで生きる大切

さを知る、さらなる取り組みをお願いいたしま

す。

続きまして、農業政策についてお尋ねいたし

ます。

19回目となるＴＰＰ（環太平洋パートナー

シップ連携協定）の会合がブルネイで開かれま

した。関税撤廃や削減を定める市場アクセス、

原産地規制、知的財産など、21分野にわたり協

議が行われましたが、その全容はまだ明らかに

されず、アメリカ、オーストラリアとの交渉

は、９月のワシントンＤＣに持ち越されたよう

でございます。交渉は、最後まで主要５品目を

守り、国内の農林水産業の振興を損なうことの

ないように注視していきたいと思いますが、Ｔ

ＰＰ協定交渉参加など農業振興の不透明感が強

まる中で、県は本県農業の成長産業化をどのよ

うに進めていこうとされているのか、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定交渉のいか

んにかかわらず、本県の基幹産業である農業の

振興は大変重要であると考えておりまして、こ

れまで、フードビジネス振興構想の推進を初

め、農業と関連産業の一体的な成長産業化とい

うものに重点的に取り組んできたところであり

ます。一方で、先般実施しました「宮崎県農業

実態調査」によりますと、関税撤廃の影響が大

きい米や畜産はもとより、施設園芸なども含

め、ＴＰＰ協定交渉参加により、本県農業全体

に強い不安が広がっている、これまで以上に生

産現場の再生・強化が喫緊の課題となっている

という認識でございます。本年４月には、外部

有識者によります「宮崎県農業成長産業化推進

会議」を設置したところでありまして、本県農

業の抱える課題を広く俯瞰した上で、現在は、

将来の担い手の育成・確保に焦点を当てた議論

を本格化させているところであります。本県農

業の力強い生産基盤を取り戻すことは、フード

ビジネスの推進と相まって、農業の成長産業化
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を進めていく前提となりますので、今後、ＴＰ

Ｐ協定交渉の進捗状況なども踏まえながら、万

全の対策を講じてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 先月、名古屋市内で会食を

する機会がありました。その料理屋さんのメ

ニューの中に「黒毛和牛の炙り焼き」があり、

一口食べたら本当においしくて、産地を確認し

たら「宮崎牛です」と言われたんです。地元の

方も納得しながら一緒に堪能したところでござ

いました。その日により仕入れ先が若干変わる

ので、季節メニュー（お品書き）には「宮崎

牛」とは書けなかったということでありました

が、それはともかくとして、宮崎の食材、宮崎

ブランドを積極的に国内外にアピールすること

だというふうに思いました。

８月27日で口蹄疫の終息から３年が経過しま

したが、口蹄疫からの再生・復興に向けて、現

状と今後の取り組みを農政水産部長にお伺いし

ます。

○農政水産部長（緒方文彦君） 口蹄疫からの

再生・復興対策につきましては、「口蹄疫から

の再生・復興方針」及び工程表に基づきまし

て、市町村、関係団体、畜産農家と一体とな

り、スピード感を持って、さまざまな取り組み

を進めてまいりました。畜産分野につきまして

は、まだまだ多くの課題が残されております

が、防疫体制に関する一定の前進や、全国和牛

能力共進会での日本一連覇を契機とした販路拡

大の展開など、前向きな動きが出てきておりま

す。このような中、畜産業が将来にわたって本

県の基幹産業であり続けるためには、これまで

の成果を踏まえつつ、「復興から新たな成長」

へと歩みを進めていく必要があると考えており

ます。このため、本年３月に策定した「畜産新

生プラン」に基づきまして、生産性の向上や販

売力の強化など、「安全・安心で付加価値や収

益性の高い畜産」の実現に向けた取り組みを着

実に進めてまいります。また、真の意味での再

生・復興を図るため、埋却地の再生整備につき

ましても、しっかりと取り組んでまいります。

○重松幸次郎議員 防疫体制の強化につきまし

ては、昨日も議論がございましたので、重複し

ますので問いませんけれども、口蹄疫がいつ再

来するのか油断ができないというふうに思いま

す。そこで、昨今の近隣諸国での口蹄疫の発生

状況について、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（緒方文彦君） 中国や台湾、

ロシアなど、近隣諸国では口蹄疫の発生が続い

ておりまして、国内へのウイルス侵入のリスク

は、依然として高い状況にあると考えておりま

す。なお、本年１月以降の発生状況は、中国

で22件、台湾で３件、ロシアで７件、モンゴル

で２件となっております。

○重松幸次郎議員 まだまだそのように近隣で

は発生が続いているということでございますの

で、さらなる防疫体制の強化をお願いしたいと

いうふうに思います。

また改めてリニューアルされました高鍋町の

口蹄疫メモリアルセンターを見学に参りまし

た。宮崎日日新聞社さんが主催した「口蹄疫作

文コンクール～命をいただく」の入賞作品や、

ＮＨＫ宮崎放送局制作のテレビドラマ「命のあ

しあと」の出演者の衣装などが展示されてお

り、記憶を風化させない、記憶を伝えていきた

いと思った次第であります。そこで、口蹄疫メ

モリアルセンターのパネルについては、多くの

県民に見てもらうために、センター以外での展

示を行うことはできないのか、農政水産部長に

お伺いいたします。
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○農政水産部長（緒方文彦君） 口蹄疫メモリ

アルセンターに展示しております、口蹄疫の発

生から終息、再生・復興に関するパネルにつき

ましては、センターを訪れた方だけでなく、広

く県民の皆様に見ていただきたいと考えており

ます。このため、巡回展示用のパネルを製作

し、県立図書館や市町村立図書館、あるいはさ

まざまな行事等において、展示を行っていると

ころであります。今後とも、口蹄疫に関する意

識の風化を防ぐためにも、ショッピングモール

など多くの県民の皆様に見ていただける場所で

の展示も含め、効果的な取り組みを行ってまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 持ち出し用のパネルを用意

されているということを知って、本当によかっ

たと思います。口蹄疫は、農畜産業はもとよ

り、観光、商業、そして物流業など、多くの産

業でともにダメージを受けました。復興はまだ

まだこれからでありますし、家畜伝染病に苦し

む世界の防疫対策にこの教訓を生かせるよう

に、関係各位にまたお願い申し上げたいという

ふうに思います。

引き続き農業政策についてでございますが、

先般発表された、先ほどおっしゃっていただい

た「宮崎県農業実態調査」（中間取りまとめ）

において、品目別に担い手の営農活動の動向を

どのように捉えているのか、農政水産部長にお

伺いしたいと思います。

○農政水産部長（緒方文彦君） 農業実態調査

におきましては、全体の約７割から回答をいた

だいたところでございますが、本県農家の多く

が、複数の品目を生産する、いわゆる複合経営

体であることから、品目ごとの厳密な分析には

一定の限界があるものと考えております。この

ため、現時点では、「世界農林業センサス」の

データとも突合しながら、生産額が１位の品目

ごとに販売農家を分類して、大まかな傾向を把

握しているところであります。その中で、耕種

では施設園芸、畜産では酪農などの部門で、営

農活動が比較的安定し、今後の意向についても

前向きな回答が多かったのに対しまして、米を

筆頭に、果樹や肉用牛部門で、特に厳しい状況

が浮き彫りになったところでございます。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。農

業の担い手を育て、農林水産業を守るために、

国の政策判断が重大な局面を迎えているという

ふうに思います。そうした中で、やはり農業の

基盤は水田を守ることが大事ですが、米の価格

が下がり、米づくりの将来が危惧されておりま

す。その要因の一つである米の消費につきまし

て、米の消費量が減っているようでありますけ

れども、その現状と今後の消費拡大に向けた取

り組みを、農政水産部長に再びお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（緒方文彦君） 米の消費量

は、ピーク時の昭和37年度に国民１人当たり年

間118.3キログラムでありましたが、その後の食

生活の外部化や多様化等によりまして、平成24

年度現在で56.3キログラムと、約半分にまで減

少しております。このような中、県では、関係

機関・団体で構成いたします「宮崎県米消費拡

大推進協議会」を中心に、米づくりの体験等の

イベントやマスメディア等を活用して、お米の

大切さを広く普及・啓発するとともに、学校給

食用の県産米の安定供給に加え、新たな用途と

して、パン用米粉の供給を支援するなど、米の

消費拡大に努めているところであります。ま

た、学校給食会においては、米粉を活用した

「うどん」の開発など、米の新たな消費拡大に

向けた取り組みが進められているところであり
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ます。県といたしましては、米の安定生産や稲

作農家の所得確保のためには、米の消費拡大対

策が大変重要であると認識いたしておりますの

で、引き続き、関係機関・団体と一体となっ

て、米の消費拡大に向けた取り組みを進めてま

いりたいと存じます。

○重松幸次郎議員 本当にそういうふうにおっ

しゃっている農家の方が多くあります。御飯を

中心としておかずをバランスよく食べる日本型

食生活は、今、日本が世界有数の長生きの国で

あるということの理由の一つであると思ってお

ります。今、本当に和食が世界中で注目を集め

ておりますので、御飯、お米の消費拡大で日本

の農業を守るためにも、しっかり取り組んでま

いりたいというふうに思っております。

続いて、林業の施策についてお伺いいたしま

す。

東日本大震災の復興予算が被災地と関連の薄

い事業に使われたとして、国が都道府県に返還

を求めておりましたが、本来この基金は、被災

地で滞った木材供給を全国で下支えするという

目的で、県は国の使途基準に従って予算化した

ものと認識しております。森林整備加速化・林

業再生基金を返還した場合に、どのような影響

があるのか、また、県としてどのような対応を

していくのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 森林整備加速化・林業

再生事業の復興関連予算につきましては、復興

に必要な木材を全国規模で安定供給する体制整

備を目的に、国から総額で1,399億円が45道府県

に配分されております。本県では、配分され

た60億円を森林整備加速化・林業再生基金に積

みまして、これを取り崩しながら、間伐や林内

路網の整備、素材生産・木材加工施設の整備な

ど、国の要綱・要領に従いまして、適切に事業

を実施してきたところであります。今回の返還

要請は、復興予算の使途の厳格化を図るとい

う、いわば国の方針の変更に基づくものであり

まして、７月に、歳出予算に計上していない未

執行分の返還要請がなされております。この基

金を活用して来年度に実施を予定していた森林

整備や、木材加工施設の整備などに支障が生じ

ることが考えられます。県としましては、国の

要請の趣旨を受けとめまして、返還はやむを得

ないものと、そういう方向で考えておるところ

でありますが、今後とも、森林整備など必要な

事業が円滑に実施できますよう、予算の確保に

つきまして、国に強く要望してまいりたいと考

えております。

○重松幸次郎議員 本当に本県にとって、また

被災地にとっても、大事な整備事業だというふ

うに思いますので、要望を続けていただきたい

というふうに思います。

関連して、年々木材価格が下落傾向にありま

すが、木材価格の現状と需要拡大対策につい

て、環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木材価格につ

きましては、８月の県森連市場の平均で、１立

方メートル当たり9,300円と、昨年同月に比

べ1,000円程度高くなるなど、回復基調にありま

すが、依然として厳しい状況にあると認識して

おります。このため、県では、官民一体となっ

て設立した「チームみやざきスギ」を中心に、

県産材の県外出荷の拡大や東アジアへの輸出促

進に取り組んでいるところであります。また、

県内での需要拡大を推進するため、公共建築物

や公共土木事業等での県産材の利用促進に努め

ますとともに、林業や建築、消費者団体等が参

加する「みやざき木づかい県民会議」を設立

し、県産材の地産地消を促進しているところで
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あります。今後とも、市町村や関係団体等と連

携を図りながら、県産材の需要拡大に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 本当に県産材をしっかり活

用していかなくてはならないというふうに思っ

ております。

地域材の需要拡大を促し、森林整備・保全や

地球温暖化防止につなげる狙いに加え、住宅需

要を喚起する刺激策として、木材利用ポイント

がスタートいたしました。そこで、木材利用ポ

イント事業の具体的内容と周知等の取り組み状

況について、同じく環境森林部長にお尋ねいた

します。

○環境森林部長（堀野 誠君） 木材利用ポイ

ント事業は、地域材の需要喚起を目的として、

国が今年度から直接実施している事業で、７月

１日から、県内では12カ所の窓口で、ポイント

発行等の申請受け付けが開始されたところであ

ります。具体的には、地域材使用量など一定の

基準を満たした場合に、木造住宅の新築等に対

し１戸当たり30万ポイント、内外装の木質化に

対し最大30万ポイント、さらに木材製品等の購

入に対し１製品当たり最大10万ポイントを付与

し、そのポイントと地域の農林水産品等を交換

できるものであります。県といたしましては、

本事業が県産材の利用促進に大きく寄与するも

のと期待されることから、ホームページやテレ

ビ、新聞等を活用し、県民や関係者への周知を

図ってきたところであります。今後とも、本事

業の県協議会である「みやざき木づかい県民会

議」と連携しながら、多くの方々に利用してい

ただけるよう、一層の周知に努めてまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。

今、部長はポイントでおっしゃいましたけれど

も、１ポイントは１円でよろしいんですね。換

算するときはそういう感覚で。つまり、新築住

宅においては30万ポイントですから、30万円相

当ということになろうかと思いますので、しっ

かりこれはＰＲをしていただきたいというふう

に思っております。地域材、また国産材の利用

促進をさらに推進していただきたいと思いま

す。

関連して、今度は乾シイタケの価格低迷が続

いていると聞いております。この乾シイタケの

近年の価格動向と消費拡大に向けた県の取り組

みについてお尋ねいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県の乾シイ

タケの価格は、平成20年に近年のピークである

１キロ当たり4,707円まで上昇しましたが、消費

の低迷や原発事故に伴う風評被害等から、昨年

は2,854円まで下落し、本年に入っても下落傾向

が続いております。このため、県では、国に対

し、乾シイタケの信頼回復や消費拡大等につい

て要望するとともに、９月２日には、生産者や

流通・加工、小売業などの関係者による「乾し

いたけ価格・消費拡大対策連絡会議」を開催

し、関係者が連携して消費拡大等に取り組んで

いくこととしたところであります。また、消費

拡大への取り組みとしましては、引き続き、し

いたけ料理コンクールや小学生を対象とした食

育講座等を開催するとともに、新たに県内で開

催されるスポーツイベント等での販売促進活動

や、大消費地の学校給食等へのＰＲ活動などを

行っていきたいと考えております。今後とも、

生産者や市町村、関係団体等と連携を図りなが

ら、乾シイタケの消費拡大に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 私は、生産者じゃなくて、

乾シイタケを売っている販売者の方のお話を
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伺ってきましたが、本当に今、大変な状況にあ

るというふうに言われていました。とにかく消

費拡大を県も本当に働きかけていただきたいと

いうふうに言われております。また、これも

ネットで見ただけなんですけれども、シイタケ

とかキノコ類は、本当に健康を保つためにはす

ばらしい食材であるというふうに言われており

ましたので、どんどん消費拡大をしていってい

ただきたいなというふうに思います。ありがと

うございます。

それでは、最後に、警察本部長に１点だけお

伺いいたします。深刻な万引き被害が小売店の

経営に大きな影響を及ぼしています。2010年10

月、警察庁や経済産業省と民間31団体が参加し

た「万引き防止官民合同会議」で全国的な被害

額を発表していますが、2009年の１年間で推

定4,615億円に上っております。１日の被害額

は12.6億円という計算になります。何らかの対

策をすべきだというふうに思いました。宮崎県

における万引きの現状と対策について、警察本

部長にお伺いいたします。

○警察本部長（白川靖浩君） 本県の万引きの

認知件数は、ここ数年、年間約1,000件で推移し

ており、本年７月末現在では、前年同期と実は

全く同じ数字なのでございますが、563件を認知

しているところであります。これまで万引き

は、少年の非行と捉えがちでありましたが、最

近では、全体に占める65歳以上の高齢者の割合

が年々増加しておりまして、本年７月末現在で

は、実に４割を占めるに至っております。万引

き防止対策につきましては、各警察署ごとに

「万引き防止対策店舗」を指定して、管理者に

対しては、防犯カメラの設置や万引きの被害に

遭わない環境整備を依頼するなどの防犯対策を

推進するとともに、地域・交通安全パトロール

隊と連携をとりながら、積極的に店舗への立ち

寄りを行いまして、警戒を実施しているところ

であります。特に高齢者に対しましては、地域

警察官による巡回連絡や各種会合での防犯講話

等を通じて啓発活動を行っております。そのほ

か、日ごろから地域の高齢者と深いかかわりを

持つ老人クラブ連合会や民生委員児童委員協議

会等と協定を締結しまして、万引き防止の呼び

かけを行っているところであります。以上で

す。

○重松幸次郎議員 本当に意外なことでござい

ます。だんだんと高齢者の割合がふえてきてい

るということであります。全国各地で、地域で

取り組む万引き対策が行われております。他県

の取り組みを参考にしながら、今後とも、協議

を重ねていただきたいと要望いたします。

少々早いですけれども、私の全ての質問を終

了いたします。ありがとうございました。（拍

手）

○福田作弥議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時26分散会


